
新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340974 中欧・東欧文化事典

中欧・東欧文化事典編集委員会編/羽場久美子編集代表/井口壽乃 [ほか] 編集委員

丸善出版 １Ｆ参考図書閲覧室 302.3//C-8 2022/02/15

和書 002340982 ラテンアメリカ文化事典

ラテンアメリカ文化事典編集委員会編

丸善出版 １Ｆ参考図書閲覧室 302.55//R-1 2022/02/15

和書 002341832 消防白書 令和3年版

総務省消防庁編

日経印刷/全国官報販 １Ｆ参考図書閲覧室 317.79//S-8 2022/02/16

和書 002341857 国際連合世界統計年鑑 64集(2021)

国際連合統計局原著編集/原書房編集部翻訳

原書房 １Ｆ参考図書閲覧室 350.9//U-14 2022/02/16

和書 002341840 詐欺事犯者の実態と処遇 (犯罪白書:令和3年版)

法務省法務総合研究所編

日経印刷 １Ｆ参考図書閲覧室 368.6//H-15 2022/02/16

和書 002341816 解説教育六法 2021

解説教育六法編修委員会編

三省堂 １Ｆ参考図書閲覧室 373.2//K-1 2022/02/16

和書 002340990 必携教職六法 2022年度版

若井彌一上席編集委員/坂田仰, 梅野正信, 古賀一博編集委員

協同出版 １Ｆ参考図書閲覧室 373.2//W-1 2022/02/15

和書 002341782 世界現代怪異事典

朝里樹著

笠間書院 １Ｆ参考図書閲覧室 388//A-19 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341758 日本建築文化史事典 : トピックス 古代-2021

日外アソシエーツ編集

日外アソシエーツ １Ｆ参考図書閲覧室 521//N-9 2022/02/16

和書 002341519 日本映画作品大事典

山根貞男編

三省堂 １Ｆ参考図書閲覧室 778.21//Y-1 2022/02/16

和書 002341055 明鏡国語辞典 第3版

北原保雄編

大修館書店 １Ｆ参考図書閲覧室 813.1//K-9 2022/02/15

和書 002341022 コンサイスカタカナ語辞典 第5版

三省堂編修所編

三省堂 １Ｆ参考図書閲覧室 813.7//S-1 2022/02/15

和書 002341071 類語分類感覚表現辞典

中村明著

東京堂出版 １Ｆ参考図書閲覧室 816.07//N-1 2022/02/15

和書 002341824 最新ファンタジー百科 : 類型・映画・TV・人名・ゲーム・背景 : ビジュアル版

デイヴィッド・プリングル, ティム・ディドプロス編

柊風舎 １Ｆ参考図書閲覧室 903.6//P-18 2022/02/16

和書 002342327 世界を変えた20の科学実験

R. ハレ著/小出昭一郎, 竹内敬人, 八杉貞雄訳

産業図書 ２Ｆ図書閲覧室 402//H-1 2022/02/18

和書 002341261 世界を変えた10人の女性科学者 : 彼女たちは何を考え、信じ、実行したか

キャサリン・ホイットロック, ロードリ・エバンス著/伊藤伸子訳

化学同人 ２Ｆ図書閲覧室 402.8//W-8 2022/02/15
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002343143 MATLABクイックスタート : 数式処理から機械学習まで

藤原毅夫著

東京大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 410//F-21 2022/02/18

和書 002339810 アートのための数学 第2版

牟田淳著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 410//M-21 2022/02/10

和書 002341295 アートで魅せる数学の世界

岡本健太郎著

技術評論社 ２Ｆ図書閲覧室 410//O-11 2022/02/15

和書 002340263 解きたくなる数学

佐藤雅彦, 大島遼, 廣瀬隼也著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 410//S-1 2022/02/14

和書 002342335 数学基礎論入門 復刊 (基礎数学シリーズ:23)

前原昭二著

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 410.1//M-1 2022/02/18

和書 002343127 微分積分・平面曲線 : 新装 (岩波数学公式:1)

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 410.38//M-15 2022/02/18

和書 002340768 数学オリンピック 2017-2021

数学オリンピック財団監修

日本評論社 ２Ｆ図書閲覧室 410.78//S-21 2022/02/15

和書 002343200 フーリエ解析と偏微分方程式 (技術者のための高等数学:3)

E.クライツィグ著/阿部寛治訳

培風館 ２Ｆ図書閲覧室 413.5//K-18 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339653 ステップ&チェック微分方程式 (新・数理工学ライブラリ:理工基礎数学=3)

畑上到著

数理工学社/サイエン ２Ｆ図書閲覧室 413.6//H-1 2022/02/09

和書 002341766 幾何のはなし : 論理的思考のトレーニング 改訂版

大村平著

日科技連出版社 ２Ｆ図書閲覧室 414//O-13 2022/02/16

和書 002343069 Rによる空間データの統計分析 (シリーズ統計科学のプラクティス:5)

古谷知之著

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//F-21 2022/02/18

和書 002341683 SPSSによる多変量データ解析の手順 第6版

石村光資郎著

東京図書 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//I-19 2022/02/16

和書 002342962 あなたもできるデータの処理と解析

岩淵千明編著

福村出版 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//I-23 2022/02/18

和書 002340156 異端の統計学ベイズ (草思社文庫:[マ3-1])

シャロン・バーチュ・マグレイン著/冨永星訳

草思社 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//M-3 2022/02/10

和書 002340354 データサイエンス入門 : 文理融合

小高知宏 [ほか] 著

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//O-4 2022/02/14

和書 002339885 実践時系列解析 : 統計と機械学習による予測

Aileen Nielsen著/山崎邦子, 山崎康宏訳

オライリー・ジャパ ２Ｆ図書閲覧室 417.6//N-9 2022/02/10
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339646 数値解析の初歩 : C言語と数式処理系(Maxima, Python)による (新・数理工学ライブラリ:応用数学=5)

行木孝夫著

数理工学社/サイエン ２Ｆ図書閲覧室 418.1//N-1 2022/02/09

和書 002342343 混沌からの秩序

I. プリゴジン, I. スタンジェール [著]/伏見康治, 伏見譲, 松枝秀明訳

みすず書房 ２Ｆ図書閲覧室 420//P-18 2022/02/18

和書 002339729 ニュートン力学 (数学ガールの物理ノート)

結城浩著

SBクリエイティブ ２Ｆ図書閲覧室 420.4//Y-21 2022/02/10

和書 002341543 アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた : ガチンコ相対性理論 (ブルーバックス:B-2169)

深川峻太郎著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 421.2//F-21 2022/02/16

和書 002340008 時間大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ)

原田知広, 田中真樹監修

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 421.2//H-1 2022/02/10

和書 002339547 音響学の展開 (音響学講座:10)

安藤彰男編著/坂本眞一 [ほか] 共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 424//A-14 2022/02/09

和書 002340180 宇宙を解く唯一の科学熱力学

ポール・セン著/水谷淳訳

河出書房新社 ２Ｆ図書閲覧室 426.5//S-5 2022/02/14

和書 002341444 安定性・相転移・化学熱力学・重力場や量子論 第2版 (熱力学の基礎:2. Principles of thermodynamics)

東京大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 426.5//S-8 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341105 光・電波・電磁波の基本と応用がよくわかる本

堀越智, 三谷友彦, 樫村京一郎共著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 427//H-15 2022/02/15

和書 002341428 誘電体現象論 改訂版 (電気学会大学講座)

犬石嘉雄 [ほか] 原著/大木義路 [ほか] 著

電気学会/オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 427.3//I-14 2022/02/16

和書 002342855 超伝導入門 上 (物理学叢書:96, 103)

M. ティンカム著/青木亮三, 門脇和男共訳

吉岡書店 ２Ｆ図書閲覧室 427.4//T-9 2022/02/18

和書 002342921 化合物磁性 遍歴電子系 (物性科学選書)

安達健五著

裳華房 ２Ｆ図書閲覧室 428.9//A-4 2022/02/18

和書 002343101 ディラック量子力学

P.A.M. ディラック [著]/朝永振一郎 [ほか] 共訳

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 429.1//D-9 2022/02/18

和書 002342608 場の理論 (物理学選書:21)

武田暁著

裳華房 ２Ｆ図書閲覧室 429.1//T-1 2022/02/18

和書 002341550 早すぎた男南部陽一郎物語 : 時代は彼に追いついたか (ブルーバックス:B-2183)

中嶋彰著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 429.6//N-1 2022/02/16

和書 002342301 基本分析化学

日本分析化学会編

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 433//N-9 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339513 機器分析ハンドブック 3 固体・表面分析編

宗林由樹, 辻幸一, 藤原学, 南秀明編者

化学同人 ２Ｆ図書閲覧室 433//S-15 2022/02/09

和書 002342285 ガスクロ自由自在Q&A 準備・試料導入編

日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会編

丸善 ２Ｆ図書閲覧室 433.4//N-9 2022/02/18

和書 002342517 クロマトグラフィーによるイオン性化学種の分離分析 : イオンクロマトグラフィーの基礎理論から実践まで 改訂版

岡田哲男, 山本敦, 井上嘉則編

エヌ・ティー・エス ２Ｆ図書閲覧室 433.4//O-11 2022/02/18

和書 002341618 地図リテラシー入門 : 地図の正しい読み方・描き方がわかる

羽田康祐著

ベレ出版 ２Ｆ図書閲覧室 448.9//H-1 2022/02/16

和書 002342061 GIS地理情報システム (やさしく知りたい先端科学シリーズ:8)

矢野桂司著

創元社 ２Ｆ図書閲覧室 448.9//Y-1 2022/02/16

和書 002343077 衛星画像で見る日本

リモート・センシング技術センター編

古今書院 ２Ｆ図書閲覧室 450.91//R-9 2022/02/18

和書 002341196 天気と気象大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ)

荒木健太郎監修

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 451//A-18 2022/02/15

和書 002341402 楽しい地層図鑑

小白井亮一文・写真

草思社 ２Ｆ図書閲覧室 456//K-15 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341477 絶滅動物図鑑 : 地球から消えた生き物たち (National geographic)

ジョン・ウィットフィールド著/竹花秀春訳

日経ナショナルジオグ ２Ｆ図書閲覧室 457.8//W-8 2022/02/16

和書 002342095 岩石と文明 : 25の岩石に秘められた地球の歴史 上

ドナルド・R・プロセロ著/佐野弘好訳

築地書館 ２Ｆ図書閲覧室 458//P-18 2022/02/16

和書 002342103 岩石と文明 : 25の岩石に秘められた地球の歴史 下

ドナルド・R・プロセロ著/佐野弘好訳

築地書館 ２Ｆ図書閲覧室 458//P-18 2022/02/16

和書 002340719 河川の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:5)

西廣淳 [ほか] 著

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 468//N-9 2022/02/14

和書 002341667 植物バイオテクノロジーの基礎知識 : 環境適応植物工学入門

伊藤幸博, 鳥山欽哉著

東北大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 471.1//I-20 2022/02/16

和書 002340016 世界の美しい動物園と水族館

パイインターナショナル編著

パイインターナショナ ２Ｆ図書閲覧室 480.76//P-1 2022/02/10

和書 002340909 人類が滅ぼした動物の図鑑

Radek Malý [著]/Pavel Dvorský, Ji�í Grbav�i� [イラスト]/的場知之訳

丸善出版 ２Ｆ図書閲覧室 482//M-1 2022/02/15

和書 002341337 においは1日で消える! : 「体臭」「口臭」「加齢臭」が劇的に改善する腸の習慣

佐々木淳著

自由国民社 ２Ｆ図書閲覧室 491.7//S-1 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002343044 認知症 : 公衆衛生対策上の優先課題

日本公衆衛生協会訳

日本公衆衛生協会 ２Ｆ図書閲覧室 493.75//N-9 2022/02/18

和書 002343051 健康格差社会 : 何が心と健康を蝕むのか

近藤克則著

医学書院 ２Ｆ図書閲覧室 498//K-15 2022/02/18

和書 002342970 健康格差社会への処方箋

近藤克則著

医学書院 ２Ｆ図書閲覧室 498//K-15 2022/02/18

和書 002343010 健康格差対策の進め方 : 効果をもたらす5つの視点

近藤尚己著

医学書院 ２Ｆ図書閲覧室 498//K-15 2022/02/18

和書 002342988 長生きできる町 (角川新書:[K-232])

近藤克則 [著]

KADOKAWA ２Ｆ図書閲覧室 498//K-15 2022/02/18

和書 002342087 スタンフォード式脳と体の強化書 : 疲れない・バテない・壊さない

山田知生著

大和書房 ２Ｆ図書閲覧室 498.3//Y-1 2022/02/16

和書 002342038 日本の森のアロマ : 人と地球の未来を結ぶ

稲本正著

世界文化社 ２Ｆ図書閲覧室 499.87//I-14 2022/02/16

和書 002341634 日本の精油と世界の精油 : 日本の香り、世界の希少な香り、芳香蒸留水の香り (ビジュアルガイド精油の化学:2)

長島司著

フレグランスジャーナ ２Ｆ図書閲覧室 499.87//N-1 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339695 アロマのくすり箱 : 植物の「静菌作用」が自然治癒力を引き出す : 精油67種類の成分解説と心身の症状102種を解消するアロマブレンド

西別府茂著

BABジャパン ２Ｆ図書閲覧室 499.87//N-9 2022/02/10

和書 002341303 超音波工学

荻博次著

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 501.24//O-7 2022/02/15

和書 002342202 伝熱工学 (機械系教科書シリーズ:25)

丸茂榮佑, 矢尾匡永, 牧野州秀共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 501.26//M-1 2022/02/18

和書 002339828 はじめて学ぶ熱力学 第2版

齋藤孝基 [ほか] 共著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 501.26//S-1 2022/02/10

和書 002341121 応用解析からはじめる弾性力学入門

岡部朋永著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 501.33//O-11 2022/02/15

和書 002340313 図解でわかるカーボンニュートラル : 脱炭素を実現するクリーンエネルギーシステム : 未来エコ実践テクノロジー

エネルギー総合工学研究所編著

技術評論社 ２Ｆ図書閲覧室 501.6//E-14 2022/02/14

和書 002340206 感性工学とAI、VRへの応用

石原茂和 [ほか] 著

海文堂出版 ２Ｆ図書閲覧室 501.8//I-19 2022/02/14

和書 002339539 CAD/CAM (機械系教科書シリーズ:28)

望月達也著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 501.8//M-15 2022/02/09
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339935 線形システム同定の基礎 : 最小二乗推定と正則化の原理 (次世代信号情報処理シリーズ:3)

藤本悠介, 永原正章共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//F-21 2022/02/10

和書 002341642 ディジタル制御と実時間最適制御

片柳亮二著

技報堂出版 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//K-1 2022/02/16

和書 002340784 ロボット学者、植物に学ぶ : 自然に秘められた未来のテクノロジー

バルバラ・マッツォライ著/久保耕司訳

白揚社 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//M-1 2022/02/15

和書 002340396 ROSではじめるロボットプログラミング 改訂版 (I/O books)

小倉崇著/I/O編集部編

工学社 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//O-7 2022/02/14

和書 002343135 やさしいリレーとシーケンサ 改訂3版

岡本裕生著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//O-11 2022/02/18

和書 002341279 いいかげんなロボット : ソフトロボットが創るしなやかな未来 (DOJIN選書:91)

鈴森康一著

化学同人 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//S-21 2022/02/15

和書 002343119 近代日本一五〇年 : 科学技術総力戦体制の破綻 (岩波新書:新赤版 1695)

山本義隆著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 502.1//Y-1 2022/02/18

和書 002340867 科学・技術倫理とその方法

唐木田健一著

緑風出版 ２Ｆ図書閲覧室 507//K-1 2022/02/15
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340628 工学系のための伝わるライティング入門 : 実験レポートから英語論文まで

伊津野和行, 荒木努, 四井早紀著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 507.7//I-26 2022/02/14

和書 002341626 確率・統計から始めるエンジニアのための信頼性工学 : 身近な故障から宇宙開発まで

山本久志編著/秋葉知昭 [ほか] 共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 509.6//Y-1 2022/02/16

和書 002343002 土木技術者倫理問題 : 考え方と事例解説 : 土木技術者が書いた土木技術者のための技術者倫理の本 改訂版 2

土木学会技術推進機構継続教育実施委員会編集

土木学会/丸善出版 ２Ｆ図書閲覧室 510.7//D-15 2022/02/18

和書 002341253 土木の仕事ガイドブック : 日常をつくるプロフェッショナル

柴田久編著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 510.9//S-8 2022/02/15

和書 002341774 コンクリート工学

岩波光保 [ほか] 著

理工図書 ２Ｆ図書閲覧室 511.7//I-23 2022/02/16

和書 002342996 安心して歩くために (道のバリアフリー:[正])

鈴木敏著

技報堂出版 ２Ｆ図書閲覧室 514.1//S-21 2022/02/18

和書 002340289 例題で学ぶはじめての電気電子材料

臼田昭司 [ほか] 著

技術評論社 ２Ｆ図書閲覧室 514.6//U-19 2022/02/14

和書 002341360 海岸工学 : よくわかる海岸と港湾

柴山知也編著/髙木泰士 [ほか] 共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 518//S-8 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340727 生態工学 新版

倉本宣, 佐伯いく代編

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 519.5//K-21 2022/02/14

和書 002341048 水環境の事典

日本水環境学会編集

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 519.57//N-9 2022/02/15

和書 002342889 スウェーデンの修復型まちづくり : 知識集約型産業を基軸とした「人間」のための都市再生

伊藤和良著

新評論 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//I-20 2022/02/18

和書 002342129 都市の歴史

スピロ・コストフ著/都市研究会, 東洋書林編集部訳

東洋書林 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//K-15 2022/02/16

和書 002340222 アーバンストリート・デザインガイド : 歩行者中心の街路設計マニュアル

全米都市交通担当者協会著/松浦健治郎, 千葉大学都市計画松浦研究室訳

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//N-1 2022/02/14

和書 002342236 インフラストラクチャー概論 : 歴史と最新事例に学ぶこれからの事業の進め方

中村英夫編著/長澤光太郎, 平石和昭, 長谷川専著

日経BP社/日経BPマー ２Ｆ図書閲覧室 519.8//N-1 2022/02/18

和書 002340248 建築系のためのまちづくり入門 : ファシリテーション・不動産の知識とノウハウ

JCAABE日本建築まちづくり適正支援機構編/連健夫 [ほか] 著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//N-9 2022/02/14

和書 002341980 都市計画の構造転換 : 整・開・保からマネジメントまで

日本都市計画学会編著

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//N-9 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342319 「ポシェ」から「余白」へ : 都市居住とアーバニズムの諸相を追って

小沢明著

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//O-26 2022/02/18

和書 002343093 美しい景観・まちづくりに役立つ景観55事例

ランドスケープコンサルタンツ協会美しい景観事例集編集委員会編

環境コミュニケーショ ２Ｆ図書閲覧室 519.8//R-1 2022/02/18

和書 002340537 ソフトシティ : 人間の街をつくる

ディビッド・シム著/北原理雄訳

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//S-9 2022/02/14

和書 002342905 場所の空間学 : 環境・景観・建築

宇杉和夫著

古今書院 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//U-19 2022/02/18

和書 002341865 はじめてのまちづくり学

山崎義人 [ほか] 著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//Y-1 2022/02/16

和書 002339331 防災公園技術ハンドブック 改訂版

都市緑化機構防災公園とまちづくり共同研究会編著

都市緑化機構/鹿島出 ２Ｆ図書閲覧室 519.85//T-15 2022/02/08

和書 002341147 緑のランドスケープデザイン : 正しい植栽計画に基づく景観設計 改訂2版

山﨑誠子著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 519.85//Y-1 2022/02/15

和書 002341097 世界の名建築歴史図鑑

五十嵐太郎編著

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 520.2//I-7 2022/02/15
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341287 空間五感 (世界の建築・都市デザイン)

日本建築学会編

井上書院 ２Ｆ図書閲覧室 520.4//N-9 2022/02/15

和書 002342137 木が創った国 : 探訪日本人と木の文化史

中嶋尚志著

八坂書房 ２Ｆ図書閲覧室 521//N-1 2022/02/16

和書 002340339 平安貴族の住まい : 寝殿造から読み直す日本住宅史 (歴史文化ライブラリー:520)

藤田勝也著

吉川弘文館 ２Ｆ図書閲覧室 521.86//F-21 2022/02/14

和書 002341899 世界の名建築ヒストリア

マグダレーナ・イェレンスカ文/アカプルコスタジオ絵/佐々木申子訳

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 523//J-5 2022/02/16

和書 002341998 絵本のようにめくる建築の物語

田所辰之助, 川嶋勝監修

昭文社 ２Ｆ図書閲覧室 523//T-1 2022/02/16

和書 002340545 白い壁、デザイナードレス : 近代建築のファッション化

マーク・ウィグリー著/坂牛卓 [ほか] 訳

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 523.06//W-9 2022/02/14

和書 002340446 日本近現代建築の歴史 : 明治維新から現代まで (講談社選書メチエ:746)

日埜直彦著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 523.1//H-9 2022/02/14

和書 002339760 東京イラスト建築さんぽ

mini_minor著

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 523.136//M-9 2022/02/10
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340560 都市建築TOKYO : 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで

都市建築TOKYO編集委員会編著

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 523.136//T-15 2022/02/14

和書 002339752 横浜の名建築をめぐる旅

菅野裕子, 恩田陸著

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 523.137//S-21 2022/02/10

和書 002340552 バーナード・ルドフスキー : 生活技術のデザイナー

アンドレア・ボッコ著/多木陽介編訳

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 523.53//B-15 2022/02/14

和書 002340610 建築構造の力学 第2版 2: 不静定力学・振動応答解析編

寺本隆幸, 長江拓也共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 524.1//T-5 2022/02/14

和書 002340230 解きながら学ぶ構造力学

塚野路哉著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 524.1//T-19 2022/02/14

和書 002339661 新・建築材料 第2版 2: 部位構成材料・機能材料編 (建築工学:EKA-2)

横山裕 [ほか] 共著

数理工学社/サイエン ２Ｆ図書閲覧室 524.2//Y-15 2022/02/09

和書 002339687 新・建築材料 第2版 1: 構造材料編 (建築工学:EKA-1)

横山裕, 三上貴正, 田中享二共著

数理工学社/サイエン ２Ｆ図書閲覧室 524.2//Y-15 2022/02/10

和書 002339588 耐震設計 (土木設計の要点)

鹿島建設土木設計本部編

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 524.91//K-1 2022/02/09
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340669 最新耐震構造解析 第3版・補訂版

柴田明徳著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 524.91//S-8 2022/02/14

和書 002339778 だれでもできる「超簡単」建築パース 改訂版

村山隆司著

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 525.1//M-21 2022/02/10

和書 002340214 建築模型アイデア図鑑 : 身近な材料でつくる83の方法

西日本工業大学石垣充研究室 [ほか] 編著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 525.1//N-9 2022/02/14

和書 002341949 図説キリスト教会建築の歴史 増補新装版 (ふくろうの本)

中島智章著

河出書房新社 ２Ｆ図書閲覧室 526.19//N-1 2022/02/16

和書 002339570 診療所・医院・クリニック : 地域医療を支える「診る・療す+α」の計画 (「新」建築設計資料:03)

建築思潮研究所編

建築資料研究社 ２Ｆ図書閲覧室 526.49//K-5 2022/02/09

和書 002339786 図解風の力で住まいを快適にする仕組み

野中俊宏 [ほか] 著

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 527.1//N-15 2022/02/10

和書 002339612 階段から考える住宅設計 : 54の事例から空間構成と詳細図を読み解く

大塚篤, 長沖充, 細谷功著

彰国社 ２Ｆ図書閲覧室 527.2//O-20 2022/02/09

和書 002341733 分散型ビル空調IoT・AI制御

蜷川忠三著

技報堂出版 ２Ｆ図書閲覧室 528.3//N-9 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340255 照明設計の教科書 : 暮らしのシーン別

福多佳子著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 528.4//F-21 2022/02/14

和書 002339943 演習機械システムの振動 : 振動診断力アップの精選問題

松下修己, 小林正生共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 531.18//M-1 2022/02/10

和書 002340586 油圧ポンプとアクチュエータのメカニズム : 油圧機器・システムの構造と作動原理 (カラー図解メカトロニクス入門)

西海孝夫著

秀和システム ２Ｆ図書閲覧室 534.98//N-9 2022/02/14

和書 002341964 機械式時計大全 (講談社選書メチエ:750)

山田五郎著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 535.2//Y-1 2022/02/16

和書 002340503 名鉄電車ヒストリー : 1950年代から2020年代まで名古屋鉄道の歴代車両を解説 (旅鉄books:040)

小寺幹久著

天夢人/山と溪谷社 ２Ｆ図書閲覧室 536//K-15 2022/02/14

和書 002343150 自動運転 : システム構成と要素技術 第2版

保坂明夫, 青木啓二, 津川定之共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 537//H-15 2022/02/18

和書 002339919 自動車の操縦安定性 : 運動性能の力学的理解

菅沢深, 毛利宏, 丸茂喜高共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 537//S-21 2022/02/10

和書 002341659 Autowareではじめる自律移動技術入門

田崎豪著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 537//T-1 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342830 図解カーメカニズム パワートレーン編

高根英幸著/日経Automotive編集

日経BP社/日経BPマー ２Ｆ図書閲覧室 537.11//T-1 2022/02/18

和書 002342616 自動車用材料の歴史と技術

井沢省吾著

グランプリ出版 ２Ｆ図書閲覧室 537.12//I-26 2022/02/18

和書 002340776 きちんと知りたい!電気自動車用パワーユニットの必須知識 : 158点の図とイラストでパワーユニットのしくみの「なぜ?」がわかる!

高根英幸著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 537.25//T-1 2022/02/15

和書 002342822 図解カーエレクトロニクス 増補版 上 システム編

デンソーカーエレクトロニクス研究会著

日経BP社/日経BPマー ２Ｆ図書閲覧室 537.6//D-5 2022/02/18

和書 002342871 図解カーエレクトロニクス 増補版 下 要素技術編

デンソーカーエレクトロニクス研究会著

日経BP社/日経BPマー ２Ｆ図書閲覧室 537.6//D-5 2022/02/18

和書 002342814 車載機器におけるパワー半導体の設計と実装 (設計技術シリーズ)

岩室憲幸著

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 537.6//I-23 2022/02/18

和書 002340495 日本の乗用車図鑑 1992-1996 (日本の自動車アーカイヴス)

自動車史料保存委員会編

三樹書房 ２Ｆ図書閲覧室 537.92//J-9 2022/02/14

和書 002341170 大規模停電の記録 : 電力系統の安全とレジリエンス

大規模停電の記録編集委員会著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 540.93//D-1 2022/02/15
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340461 新しい電気回路 下

松澤昭著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 541.1//M-1 2022/02/14

和書 002342673 SRモータ

見城尚志著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 542.13//K-5 2022/02/18

和書 002342798 実験とシミュレーションで学ぶモータ制御

見城尚志 [ほか] 著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 542.13//K-5 2022/02/18

和書 002342624 センサレス駆動制御の真髄 (永久磁石同期モータのベクトル制御技術:下巻)

新中新二著

電波新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 542.33//S-8 2022/02/18

和書 002339844 完全図解発電・送配電・屋内配線設備早わかり 改訂2版

大浜庄司著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 543//O-8 2022/02/10

和書 002342939 電力系統技術計算の基礎

新田目倖造著

電気書院 ２Ｆ図書閲覧室 543.1//A-18 2022/02/18

和書 002342442 電力システム工学 (新インターユニバーシティ)

大久保仁編著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 543.1//O-11 2022/02/18

和書 002342756 電力系統安定化システム工学

横山明彦, 太田宏次監修

電気学会/オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 543.1//Y-15 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341378 ディジタル信号処理 : Python対応

阿部正英, 八巻俊輔, 川又政征共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//A-2 2022/02/16

和書 002341113 新しい信号処理の教科書 : 信号処理の基本から深層学習・グラフ信号処理まで

馬場口登, 中村和晃共著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//B-1 2022/02/15

和書 002339802 ディジタル信号処理におけるシステム最適化技術 : 基礎技術から音声・音響信号処理,産業応用と情報システムまで

電気学会・ディジタル信号処理システム最適化技術調査専門委員会編

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//D-5 2022/02/10

和書 002341311 原理がわかる信号処理

長谷山美紀著

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//H-1 2022/02/16

和書 002339927 音声音響信号処理の基礎と実践 : フィルタ,ノイズ除去,音響エフェクトの原理 (次世代信号情報処理シリーズ:2)

川村新著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//K-1 2022/02/10

和書 002341345 ディジタル信号処理 : MATLAB対応 第2版

川又政征, 阿部正英, 八巻俊輔共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//K-1 2022/02/16

和書 002343168 MATLAB入門 : 「信号処理」「画像処理」のための 増補版 (I/O books)

高井信勝著/I/O編集部編

工学社 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//T-1 2022/02/18

和書 002342392 通信方式 第2版

滑川敏彦, 奥井重彦, 衣斐信介共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 547.2//N-1 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339745 ノーコードシフト : プログラミングを使わない開発へ

安藤昭太, 宮崎翼, NoCode Ninja著

インプレス ２Ｆ図書閲覧室 547.8//A-14 2022/02/10

和書 002342269 ネットワークがよくわかる教科書 : 使える力が身につく

福永勇二著

SBクリエイティブ ２Ｆ図書閲覧室 547.8//F-21 2022/02/18

和書 002340305 教科書では教えてくれないHTML&CSS

狩野祐東著

技術評論社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//K-1 2022/02/14

和書 002340420 Bottle入門 (I/O books)

清水美樹著

工学社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//S-8 2022/02/14

和書 002340875 Oracle Cloud Infrastructure徹底入門 : Oracle Cloudの基本からインフラ設計・構築まで

塩原浩太, 近藤暁太著・監修/丸川祐考 [ほか] 著

翔泳社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//S-8 2022/02/15

和書 002341501 独習JavaScript 新版

外村将大著

翔泳社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//T-15 2022/02/16

和書 002340412 基礎からわかる「Bluetooth」 第3版 (I/O books)

瀧本往人著/I/O編集部編

工学社 ２Ｆ図書閲覧室 548//T-1 2022/02/14

和書 002342558 EMCシミュレーション設計技術マニュアル (設計技術シリーズ)

月刊EMC編集部監修

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 548.1//G-5 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342509 EMCと基礎技術

鈴木茂夫著

工学図書 ２Ｆ図書閲覧室 548.1//S-21 2022/02/18

和書 002342525 スペクトラム・アナライザ入門 : 高周波信号解析に役立つ基本操作と応用 (計測器BASIC)

高橋朋仁著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 548.18//T-1 2022/02/18

和書 002341568 メタマテリアルアンテナの基礎

宇野亨, 道下尚文共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 548.3//U-14 2022/02/16

和書 002343192 標準マイクロソルダリング技術 第3版

日本溶接協会マイクロソルダリング教育委員会編

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 549//N-9 2022/02/18

和書 002339638 エレクトロニクス入門 : 電子・原子の世界からコンピュータまで (新・電子システム工学:TKR-1)

柴田直著

数理工学社/サイエン ２Ｆ図書閲覧室 549//S-8 2022/02/09

和書 002342582 車載機器のEMC技術 : 低ノイズ・省エネルギーの実現方法 (設計技術シリーズ)

月刊EMC編集部編集

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.1//G-5 2022/02/18

和書 002342541 電源系のEMC・ノイズ対策技術 (設計技術シリーズ)

月刊EMC編集部編集

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.1//G-5 2022/02/18

和書 002342426 トコトンやさしいEMCとノイズ対策の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

鈴木茂夫著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 549.1//S-21 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342590 新回路レベルのEMC設計 : ノイズ対策を実践 (設計技術シリーズ)

浅井秀樹監修

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//A-19 2022/02/18

和書 002342715 DC/DCコンバータの基礎から応用まで

平地克也著

電気学会/オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//H-9 2022/02/18

和書 002342749 定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 : コンデンサ/トランジスタ/トランス/モータ/真空管…どんな部品もOK! (ツール活用シリーズ)

堀米毅著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//H-15 2022/02/18

和書 002342483 電子回路シミュレータLTspice入門編 : 素子数無制限!動作を忠実に再現! (ツール活用シリーズ)

神崎康宏著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//K-1 2022/02/18

和書 002342848 図解はじめての電子回路 (やさしいメカトロニクス入門シリーズ)

松田勲著

科学図書出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//M-1 2022/02/18

和書 002342723 AC入力1次側の設計 : 安全保持/ノイズEMC対策/整流・平滑回路の基幹技術をマスター (Power electronics. スイッチング電源:1)

森田浩一著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//M-15 2022/02/18

和書 002342731 要素技術のマスター : 絶縁コンバータ/負帰還/MOSFET活用/同期整流/スナバのノウハウ (Power electronics. スイッチング電源:2)

森田浩一著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//M-15 2022/02/18

和書 002341352 学びやすいアナログ電子回路 第2版

二宮保, 小浜輝彦共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//N-9 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342913 回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路 第3版

渋谷道雄著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//S-8 2022/02/18

和書 002342475 現場で役立つ電源回路の基本と仕組み 第2版 (How-nual図解入門. Shuwasystem visual text book)

清水暁生 [ほか] 著

秀和システム ２Ｆ図書閲覧室 549.3//S-8 2022/02/18

和書 002342780 電子回路基礎ノート

末次正, 堀尾喜彦共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//S-21 2022/02/18

和書 002342863 例解アナログ電子回路

田中賢一著

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//T-1 2022/02/18

和書 002342707 スイッチング電源のコイル/トランス設計 : 磁気回路-コア選択-巻き線の難題を解く (Power electronics)

戸川治朗著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//T-15 2022/02/18

和書 002342665 よくわかるパワーMOSFET/IGBT入門

山崎浩著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//Y-1 2022/02/18

和書 002339836 詳解電子回路 : 等価回路でしっかり理解!

吉河武文, 三木拓司共著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.3//Y-15 2022/02/10

和書 002339851 LTspiceで動作を見ながらOPアンプ回路を理解する : 基本的な活用から実用に必須な理論まで

石井聡著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.34//I-19 2022/02/10
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339554 パワーエレクトロニクス 改訂版 (電気・電子系教科書シリーズ:20)

江間敏, 高橋勲共著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 549.8//E-13 2022/02/09

和書 002342491 LTspiceで解析CMOS回路入門 : シリコン構造から超基本アナログ回路まで (ツール活用シリーズ)

長野英生著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.8//N-1 2022/02/18

和書 002342467 よくわかる最新パワー半導体の基本と仕組み : シリコンに替わる新ウェーハを学ぶ 第2版 (How-nual図解入門)

佐藤淳一著

秀和システム ２Ｆ図書閲覧室 549.8//S-1 2022/02/18

和書 002342418 回路図で学べるFPGA入門 : 回路図は読める人のためのHDLガイド : field programmable gate array

すすたわり著

秀和システム ２Ｆ図書閲覧室 549.8//S-21 2022/02/18

和書 002342434 基本からわかるパワーエレクトロニクス講義ノート

高木亮 [ほか] 共著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.8//T-1 2022/02/18

和書 002342806 次世代パワー半導体デバイス・実装技術の基礎 : Siから新材料への新展開 (設計技術シリーズ)

田中保宣監修

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.8//T-1 2022/02/18

和書 002342533 パワーエレクトロニクス技術教科書 (トランジスタ技術Special:No.125)

トランジスタ技術Special編集部編

CQ出版社 ２Ｆ図書閲覧室 549.8//T-15 2022/02/18

和書 002342699 パワーMOS FET活用の基礎と実際 : 実験で学ぶ高速パワー・スイッチングのノウハウ (Power electronics)

稲葉保著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.82//I-14 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342681 パワーMOS FETの高速スイッチング応用 : 実験で学ぶ高効率・低雑音スイッチング+E級アンプ (Power electronics)

稲葉保著

CQ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.82//I-14 2022/02/18

和書 002342657 図で見てわかるパワーMOSFET「技術と回路」入門

李炅烈著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 549.82//R-9 2022/02/18

和書 002340362 バーチャル・リアリティ百科 : 進化するVRの現在と可能性 : ビジュアル版

インディラ・トゥーヴェニン, ロマン・ルロン著/大塚宏子訳

原書房 ２Ｆ図書閲覧室 549.9//T-8 2022/02/14

和書 002342772 コンピュータアーキテクチャ 改訂5版

馬場敬信著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.92//B-1 2022/02/18

和書 002341469 コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフトウエアのインタフェース 第6版 下

David A.Patterson, John L.Hennessy著/成田光彰訳

日経BP/日経BPマーケ ２Ｆ図書閲覧室 549.92//P-1 2022/02/16

和書 002341485 コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフトウエアのインタフェース 第6版 上

David A.Patterson, John L.Hennessy著/成田光彰訳

日経BP/日経BPマーケ ２Ｆ図書閲覧室 549.92//P-1 2022/02/16

和書 002342384 IoTデバイス設計・実装 : AVRマイコンとPythonではじめよう : AVRマイコンとオープンソースライブラリを活用してInternet of Thingsを実装する

武藤佳恭著

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 549.92//T-1 2022/02/18

和書 002341881 たたら製鉄の技術論 : 日本古来の鉄作りが現代によみがえる

永田和宏著

アグネ技術センター ２Ｆ図書閲覧室 564//N-1 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342210 塑性加工学 改訂版

小坂田宏造, 森謙一郎編著

養賢堂 ２Ｆ図書閲覧室 566//O-19 2022/02/18

和書 002342194 トコトンやさしい圧延の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

JFEスチール圧延技術研究会編著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 566.4//J-6 2022/02/18

和書 002340636 燃焼学

石塚悟著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 575.12//I-19 2022/02/14

和書 002342111 燦々と香るナイルにあの世でも

相良嘉美著

中央公論事業出版 (制 ２Ｆ図書閲覧室 576.6//S-1 2022/02/16

和書 002340370 プラスチックと歩む : その誕生から持続可能な世界を目指すまで

ナタリー・ゴンタール, エレーヌ・サンジエ著/秋間佐知子訳

原書房 ２Ｆ図書閲覧室 578.4//G-15 2022/02/14

和書 002340933 味・香り「こつ」の科学 : おいしさを高める味と香りのQ&A

川崎寛也著

柴田書店 ２Ｆ図書閲覧室 596//K-1 2022/02/15

和書 002340131 お味噌知る。

土井善晴, 土井光著

世界文化ブックス/世 ２Ｆ図書閲覧室 596.11//D-15 2022/02/10

和書 002340743 造園学概論

小野良平, 一ノ瀬友博編集

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 629//O-14 2022/02/15
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341535 木材の化学 (木材科学講座:4)

川田俊成, 伊藤和貴編

海青社 ２Ｆ図書閲覧室 657//K-1 2022/02/16

和書 900048687 イチロー実録2001-2019

小西慶三著

文藝春秋 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 783.7//K-15 2022/02/17

和書 900048547 嫌われた監督 : 落合博満は中日をどう変えたのか

鈴木忠平著

文藝春秋 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 783.7//S-21 2022/02/10

和書 900048679 考えて、考えて、考える

丹羽宇一郎, 藤井聡太著

講談社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 796//N-9 2022/02/17

和書 900048703 赤と青とエスキース

青山美智子著

PHP研究所 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//A-15 2022/02/17

和書 900048646 六人の嘘つきな大学生

浅倉秋成著

KADOKAWA ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//A-19 2022/02/17

和書 900048570 塞王の楯

今村翔吾著

集英社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//I-13 2022/02/17

和書 900048620 貝に続く場所にて

石沢麻依著

講談社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//I-19 2022/02/17
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 900048638 星を掬う

町田そのこ著

中央公論新社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//M-1 2022/02/17

和書 900048612 彼岸花が咲く島

李琴峰著

文藝春秋 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//R-9 2022/02/17

和書 900048554 心淋し川 (うらさびしがわ)

西條奈加著

集英社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//S-1 2022/02/16

和書 900048562 星落ちて、なお

澤田瞳子著

文藝春秋 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//S-1 2022/02/16

和書 900048588 ブラックボックス

砂川文次著

講談社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//S-21 2022/02/17

和書 900048596 首里の馬

高山羽根子著

新潮社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//T-1 2022/02/17

和書 900048604 破局

遠野遥著

河出書房新社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//T-15 2022/02/17

和書 900048695 黒牢城 : Arioka Citadel case

米澤穂信著

KADOKAWA ２Ｆ学習閲覧室（カレント 913.6//Y-15 2022/02/17
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 900048661 海をあげる

上間陽子著

筑摩書房 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 914.6//U-5 2022/02/17

和書 900048539 まだ見ぬ敵はそこにいる : ロンドン警視庁麻薬取締独立捜査班 (ハーパーbooks:[M・ア3・1])

ジェフリー・アーチャー著/戸田裕之訳

ハーパーコリンズ・ ２Ｆ学習閲覧室（カレント 933//A-18 2022/02/10

和書 900048653 失われたいくつかの物の目録

ユーディット・シャランスキー著/細井直子訳

河出書房新社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 943//S-3 2022/02/17

和書 002342178 顔身体学ハンドブック

河野哲也 [ほか] 編

東京大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 002//K-15 2022/02/16

和書 002342053 データ視覚化の人類史 : グラフの発明から時間と空間の可視化まで

マイケル・フレンドリー, ハワード・ウェイナー著/飯嶋貴子訳

青土社 ３Ｆ図書閲覧室 002.7//F-18 2022/02/16

和書 002342947 14日で作る量子コンピュータ : シュレディンガー方程式で量子ビット・量子ゲート・量子もつれを数値シミュレーション!! : Visual C++版

遠藤理平著

カットシステム ３Ｆ図書閲覧室 007.1//E-14 2022/02/18

和書 002340271 暗号と認証のしくみと理論がこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!)

光成滋生著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//M-9 2022/02/14

和書 002342764 量子計算理論 : 量子コンピュータの原理

森前智行著

森北出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//M-15 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342632 今度こそわかる量子コンピューター (今度こそわかるシリーズ)

西野友年著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//N-9 2022/02/18

和書 002342459 量子コンピューティング : 基本アルゴリズムから量子機械学習まで

嶋田義皓著

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//S-8 2022/02/18

和書 002339877 AIの心理学 : アルゴリズミックバイアスとの闘い方を通して学ぶビジネスパーソンとエンジニアのための機械学習入門

Tobias Baer著/武舎広幸, 武舎るみ訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.13//B-1 2022/02/10

和書 002341576 入門機械学習パイプライン : TensorFlowで学ぶワークフローの自動化

Hannes Hapke, Catherine Nelson著/中山光樹訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.13//H-1 2022/02/16

和書 002339869 機械学習デザインパターン : データ準備、モデル構築、MLOpsの実践上の問題と解決

Valliappa Lakshmanan, Sara Robinson, Michael Munn著/鷲崎弘宜 [ほか] 訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.13//L-1 2022/02/10

和書 002341329 ディープラーニング学習する機械 : ヤン・ルカン、人工知能を語る

Yann LeCun著/小川浩一訳

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//L-5 2022/02/16

和書 002342293 詳解ディープラーニング : TensorFlow/Keras・PyTorchによる時系列データ処理 第2版

巣籠悠輔著

マイナビ出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//S-21 2022/02/18

和書 002343036 新事業企画・起業のための実践ブロックチェーン・ビジネス

ブロックチェーンハブ著

日本能率協会マネジメ ３Ｆ図書閲覧室 007.35//B-21 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342566 情報リテラシー 改訂版 総合編

富士通エフ・オー・エム株式会社著作/制作

FOM出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.6//F-21 2022/02/18

和書 002341162 セキュリティエンジニアのための機械学習 : AI技術によるサイバーセキュリティ対策入門

Chiheb Chebbi著/新井悠, 一瀬小夜,  黒米祐馬訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.609//C-8 2022/02/15

和書 002340651 ソフトウェア自動チューニング : 科学技術計算のためのコード最適化技術

今村俊幸 [ほか] 共著

森北出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.63//I-13 2022/02/14

和書 002339679 レクチャーソフトウェア工学 (情報工学レクチャーテキスト:QKC-8)

鵜林尚靖著

数理工学社/サイエン ３Ｆ図書閲覧室 007.63//U-2 2022/02/10

和書 002342400 PythonとJavaScriptではじめるデータビジュアライゼーション

Kyran Dale著/木下哲也訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.64//D-1 2022/02/18

和書 002342376 ハイパフォーマンスPython

Micha Gorelick, Ian Ozsvald著/相川愛三訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.64//G-15 2022/02/18

和書 002342640 Python言語によるプログラミングイントロダクション : データサイエンスとアプリケーション 第2版 (世界標準MIT教科書)

John V. Guttag著/麻生敏正 [ほか] 訳

近代科学社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//G-21 2022/02/18

和書 002340644 C#で入門はじめてのプログラミング : 基礎からオブジェクト指向まで

飯塚泰樹 [ほか] 共著

森北出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//I-9 2022/02/14
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340578 図解!アルゴリズムのツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初からそう教えてくれればいいのに!

中田亨著

秀和システム ３Ｆ図書閲覧室 007.64//N-1 2022/02/14

和書 002340347 コンパイラ : 原理と構造

大堀淳著

共立出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//O-8 2022/02/14

和書 002340883 独習アセンブラ 新版

大崎博之著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//O-19 2022/02/15

和書 002340297 パーフェクトC# 改訂4版 (Perfect series:01)

斎藤友男, 市井文弥著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//S-1 2022/02/14

和書 002342368 実践Python3

Mark Summerfield著/斎藤康毅訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.64//S-21 2022/02/18

和書 002342251 退屈なことはPythonにやらせよう : ノンプログラマーにもできる自動化処理プログラミング

Al Sweigart著/相川愛三訳

オライリー・ジャパ ３Ｆ図書閲覧室 007.64//S-23 2022/02/18

和書 002340891 独習Ruby 新版

山田祥寛著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//Y-1 2022/02/15

和書 002341139 縫うコンピュータグラフィックス : ぬいぐるみから学ぶ3DCGとシミュレーション

五十嵐悠紀著

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室 007.642//I-7 2022/02/15
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342160 日本の図書館の歩み : 1993-2017

日本図書館協会『日本の図書館の歩み:1993-2017』編集委員会編

日本図書館協会 ３Ｆ図書閲覧室 010.21//N-9 2022/02/16

和書 002340750 図書館と法 : 図書館の諸問題への法的アプローチ 改訂版増補 (JLA図書館実践シリーズ:12)

鑓水三千男著

日本図書館協会 ３Ｆ図書閲覧室 011.2//Y-1 2022/02/15

和書 002342046 現代日本のブックデザイン史1996-2020 : デザインスタイルから読み解く出版クロニクル

長田年伸 [ほか] 編

誠文堂新光社 ３Ｆ図書閲覧室 022.57//N-1 2022/02/16

和書 002340024 ここちいい本 : ブックデザインの制作手法

高橋善丸著・アートディレクション

パイインターナショナ ３Ｆ図書閲覧室 022.57//T-1 2022/02/10

和書 002339992 パラドックス大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ)

高橋昌一郎監修

ニュートンプレス ３Ｆ図書閲覧室 116//T-1 2022/02/10

和書 002342228 絵で見る哲学の歴史

ギュンター・シュルテ著/勝道興訳

中央公論美術出版 ３Ｆ図書閲覧室 130//S-3 2022/02/18

和書 002342350 心の概念

ギルバート・ライル [著]/坂本百大, 宮下治子, 服部裕幸共訳

みすず書房 ３Ｆ図書閲覧室 133.5//R-25 2022/02/18

和書 002342277 純粋理性批判

イマヌエル・カント [著]/熊野純彦訳

作品社 ３Ｆ図書閲覧室 134.21//K-1 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341204 文系のためのめっちゃやさしい心理学 (東京大学の先生伝授)

下山晴彦監修

ニュートンプレス ３Ｆ図書閲覧室 140//S-8 2022/02/15

和書 002339562 ファンカルチャーのデザイン : 彼女らはいかに学び、創り、「推す」のか (越境する認知科学:8)

岡部大介著

共立出版 ３Ｆ図書閲覧室 141.5//O-11 2022/02/09

和書 002339984 スタンフォード大学の共感の授業 : 人生を変える「思いやる力」の研究

ジャミール・ザキ著/上原裕美子訳

ダイヤモンド社 ３Ｆ図書閲覧室 141.6//Z-1 2022/02/10

和書 002339323 メタ倫理学入門 : 道徳のそもそもを考える

佐藤岳詩著

勁草書房 ３Ｆ図書閲覧室 150//S-1 2022/02/08

和書 002340149 ちょうどいい孤独 : 60代からはソロで生きる

鎌田實著

かんき出版 ３Ｆ図書閲覧室 159//K-1 2022/02/10

和書 002340834 大図鑑コードの秘密 : 世界に隠されたメッセージを読み解く

ポール・ルンダ編/浜口稔訳

明石書店 ３Ｆ図書閲覧室 204//L-21 2022/02/15

和書 002341030 観光・娯楽・スポーツ (郷土史大系 : 地域の視点からみるテーマ別日本史)

竹内誠, 白坂蕃, 新井博編

朝倉書店 ３Ｆ図書閲覧室 210//T-1 2022/02/15

和書 002341691 歴史のなかの音 : 音がつなぐ日本人の感性

笹本正治著

三弥井書店 ３Ｆ図書閲覧室 210.04//S-1 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340511 対外交流史 (新体系日本史:5)

村井章介, 荒野泰典編

山川出版社 ３Ｆ図書閲覧室 210.18//M-21 2022/02/14

和書 002341709 アール・デコと英国モダニズム : 20世紀文化空間のリ・デザイン

菊池かおり [ほか] 編著/高田英和 [ほか] 著

小鳥遊書房 ３Ｆ図書閲覧室 233.07//K-9 2022/02/16

和書 002340123 「わきまえない女」だった北条政子

跡部蛮著

双葉社 ３Ｆ図書閲覧室 289.1//A-20 2022/02/10

和書 002341972 渋沢栄一92年の生涯 冬の巻

白石喜太郎著

国書刊行会 ３Ｆ図書閲覧室 289.1//S-8 2022/02/16

和書 002342145 川と流域の地理学

林上著

風媒社 ３Ｆ図書閲覧室 290//H-1 2022/02/16

和書 002340479 福沢諭吉が見た150年前の世界 : 『西洋旅案内』初の現代語訳

福沢諭吉著/武田知弘訳・解説

彩図社 ３Ｆ図書閲覧室 290.9//F-21 2022/02/14

和書 002340818 1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365 歴史編

小和田哲男監修

文響社 ３Ｆ図書閲覧室 291//O-23 2022/02/15

和書 002339521 茨城 (d design travel:29)

[D&DEPARTMENT PROJECT編]

D&DEPARTMENT ３Ｆ図書閲覧室 291.31//D-1 2022/02/09
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342004 岐阜のトリセツ (地図で読み解く初耳秘話)

昭文社 ３Ｆ図書閲覧室 291.53//G-9 2022/02/16

和書 002339067 愛知の昭和30年代を歩く (爽books)

溝口常俊編著

風媒社 ３Ｆ図書閲覧室 291.55//M-9 2022/02/07

和書 002340800 名古屋の江戸を歩く (爽books)

溝口常俊編著

風媒社 ３Ｆ図書閲覧室 291.55//M-9 2022/02/15

和書 002342012 三重のトリセツ (地図で読み解く初耳秘話)

昭文社 ３Ｆ図書閲覧室 291.56//M-9 2022/02/16

和書 002341527 岡山 (d design travel:28)

[D&DEPARTMENT PROJECT編]

D&DEPARTMENT ３Ｆ図書閲覧室 291.75//D-1 2022/02/16

和書 002340842 アフガニスタンを知るための70章 (エリア・スタディーズ:185)

前田耕作, 山内和也編著

明石書店 ３Ｆ図書閲覧室 302.262//M-1 2022/02/15

和書 002339620 市民がつくる社会文化 : ドイツの理念・運動・政策 (文化とまちづくり叢書)

大関雅弘, 藤野一夫, 吉田正岳編著

水曜社 ３Ｆ図書閲覧室 318.934//O-26 2022/02/09

和書 002342574 アダム・スミス : 『道徳感情論』と『国富論』の世界 (中公新書:1936)

堂目卓生著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 331.42//D-15 2022/02/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339711 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 : 中村哲が本当に伝えたかったこと

中村哲著

NHK出版 ３Ｆ図書閲覧室 333.826//N-1 2022/02/10

和書 002341006 地図とデータで見る人口の世界ハンドブック

ジル・ピゾン著/吉田春美訳/ギヨーム・バラヴォワーヌ地図製作

原書房 ３Ｆ図書閲覧室 334.3//P-9 2022/02/15

和書 002344349 「必要」から始める仕事おこし : 「協同労働」の可能性 (岩波ブックレット:No. 1059)

日本労働者協同組合連合会編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 335.6//N-9 2022/02/18

和書 002339737 トヨタ流仕事の「見える化」大全

松井順一, 佐久間陽子著

アスコム ３Ｆ図書閲覧室 336//M-1 2022/02/10

和書 002339596 コア・テキスト経営情報論 (ライブラリ経営学コア・テキスト:15)

生稲史彦, 高井文子, 野島美保著

新世社/サイエンス社 ３Ｆ図書閲覧室 336.1//I-11 2022/02/09

和書 002343028 好き嫌いの数学 : イメージを科学する (DSライブラリー)

木下栄蔵著

電気書院 ３Ｆ図書閲覧室 336.1//K-9 2022/02/18

和書 002340826 DXの思考法 : 日本経済復活への最強戦略

西山圭太著

文藝春秋 ３Ｆ図書閲覧室 336.1//N-9 2022/02/15

和書 002341725 はじめてのデザイン思考 : 基本book&実践cards

伊豆裕一著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室 336.2//I-26 2022/02/16
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新着図書リスト
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著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339604 グラフィック経営組織論 (グラフィック経営学ライブラリ:2)

中野勉編著/加藤俊彦 [ほか] 著

新世社/サイエンス社 ３Ｆ図書閲覧室 336.3//N-1 2022/02/09

和書 002339950 トヨタの会議は30分 : GAFAMやBATHにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケーション術

山本大平著

すばる舎 ３Ｆ図書閲覧室 336.47//Y-1 2022/02/10

和書 002339976 会計の地図 : 「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる

近藤哲朗, 沖山誠著

ダイヤモンド社 ３Ｆ図書閲覧室 336.9//K-15 2022/02/10

和書 002340388 貨幣の歴史 : ヴィジュアル版

デイヴィッド・オレル著/角敦子訳

原書房 ３Ｆ図書閲覧室 337.2//O-18 2022/02/14

和書 002342954 これからのブロックチェーンビジネス (未来IT図解 : illustrate the future of "IT")

森川夢佑斗著

エムディエヌコーポ ３Ｆ図書閲覧室 338//M-15 2022/02/18

和書 002341451 都市と文明 : 文化・技術革新・都市秩序 2

ピーター・ホール [著]

藤原書店 ３Ｆ図書閲覧室 361.48//H-1 2022/02/16

和書 002341907 モノとメディアの人類学 (「シリーズ」メディアの未来:12)

藤野陽平, 奈良雅史, 近藤祉秋編

ナカニシヤ出版 ３Ｆ図書閲覧室 361.54//F-21 2022/02/16

和書 002341915 メディアとメッセージ : 社会のなかのコミュニケーション (「シリーズ」メディアの未来:13)

小西卓三, 松本健太郎編

ナカニシヤ出版 ３Ｆ図書閲覧室 361.54//K-15 2022/02/16
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341154 技術と文化のメディア論 (「シリーズ」メディアの未来:14)

梅田拓也, 近藤和都, 新倉貴仁編著

ナカニシヤ出版 ３Ｆ図書閲覧室 361.54//U-13 2022/02/15

和書 002343184 紙を使わないアンケート調査入門 : 卒業論文,高校生にも使える

豊田秀樹編著

東京図書 ３Ｆ図書閲覧室 361.9//T-15 2022/02/18

和書 002341014 フェミニズム大図鑑

ハンナ・マッケンほか著/最所篤子, 福井久美子訳

三省堂 ３Ｆ図書閲覧室 367.2//M-3 2022/02/15

和書 002341410 からだからケアがわかる本 : しくみ・変化・ケアのポイント

秋山昌江, 白井孝子著

中央法規出版 ３Ｆ図書閲覧室 369.26//A-11 2022/02/16

和書 002340602 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British secondary school days 2

ブレイディみかこ著

新潮社 ３Ｆ図書閲覧室 376.3//B-18 2022/02/14

和書 002341741 科学立国のための大学教育改革 : エビデンスに基づく科学教育の実践 (高等教育シリーズ:178)

カール・ワイマン著

玉川大学出版部 ３Ｆ図書閲覧室 377.15//W-9 2022/02/16

和書 002342244 反教養の理論 : 大学改革の錯誤 (叢書・ウニベルシタス:1061)

コンラート・パウル・リースマン [著]/斎藤成夫, 齋藤直樹訳

法政大学出版局 ３Ｆ図書閲覧室 377.23//L-9 2022/02/18

和書 002340735 すぐわかる日本の装身具 : 「飾り」と「装い」の文化史

露木宏監修・執筆/宮坂敦子執筆

東京美術 ３Ｆ図書閲覧室 383.3//T-19 2022/02/15
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著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339893 失われゆく仕事の図鑑

永井良和, 高野光平他著

グラフィック社 ３Ｆ図書閲覧室 384.3//N-1 2022/02/10

和書 002341956 コマーシャル・フォト広告&CM年鑑 2021 (コマーシャル・フォト・シリーズ)

玄光社 ３Ｆ図書閲覧室 674.2//K-15 2022/02/16

和書 002341873 ゼロからのマーケティング入門

三浦卓己著

現代図書/星雲社 (発 ３Ｆ図書閲覧室 675//M-9 2022/02/16

和書 002343176 アンケート調査入門 : 失敗しない顧客情報の読み方・まとめ方

朝野煕彦編著

東京図書 ３Ｆ図書閲覧室 675.2//A-19 2022/02/18

和書 002340925 流通システムの基礎と展開

藤岡芳郎著

同文舘出版 ３Ｆ図書閲覧室 675.2//F-21 2022/02/15

和書 002341675 ベーシック流通と商業 : 現実から学ぶ理論と仕組み 第3版 (有斐閣アルマ:Basic)

原田英生, 向山雅夫, 渡辺達朗著

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 675.2//H-1 2022/02/16

和書 002341493 エンジニアが学ぶ物流システムの「知識」と「技術」 第2版

石川和幸著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 675.2//I-19 2022/02/16

和書 002339968 物流センターの基本 : 知識ゼロからわかる

刈屋大輔著

ソシム ３Ｆ図書閲覧室 675.2//K-1 2022/02/10
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著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341717 「物流コストの算定・管理」のすべて : コスト激増時代必須のマネジメント手法

久保田精一, 浜崎章洋, 上村聖著

創成社 ３Ｆ図書閲覧室 675.2//K-21 2022/02/16

和書 002340438 モビリティと地方創生 : 次世代の交通ネットワーク形成に向けて

切通堅太郎 [ほか] 著

晃洋書房 ３Ｆ図書閲覧室 681//K-9 2022/02/14

和書 002343085 新制度地域公共交通活性化・再生法 : そのねらいと運用、先行都市にみる活用の方策と計画の手法 : 2008年自治体交通計画:元年-元気な地域生活交
通をつくるために (「地域科学」まちづくり資料シリーズ:31. コミュニティ交通編:巻6)
山本雄二郎, 鈴木文彦監修

地域科学研究会 ３Ｆ図書閲覧室 681.1//Y-1 2022/02/18

和書 002342897 都市の交通計画 : 総合交通体系調査と交通需要の分析・予測

交通計画システム研究会編

共立出版 ３Ｆ図書閲覧室 681.8//K-15 2022/02/18

和書 002340685 文明の物流史観

黒田勝彦, 小林ハッサル柔子共著

成山堂書店 ３Ｆ図書閲覧室 682//K-21 2022/02/14

和書 002340958 地図で読み解く名鉄沿線

名古屋レール・アーカイブス監修

三才ブックス ３Ｆ図書閲覧室 686.215//N-1 2022/02/15

和書 002341923 名古屋鉄道の貨物輸送

清水武, 田中義人, 澤内一晃著

フォト・パブリッシ ３Ｆ図書閲覧室 686.6//S-8 2022/02/16

和書 002340941 日本美術の歴史 補訂版

辻惟雄著

東京大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 702.1//T-19 2022/02/15
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著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341790 チェコ・ゴシックの輝き : ペストの闇から生まれた中世の光

石川達夫著

成文社 ３Ｆ図書閲覧室 702.3//I-19 2022/02/16

和書 002341394 影の不思議 : 光がつくる美の世界 (アルケミスト双書)

ウィリアム・ヴォーン著/駒田曜訳

創元社 ３Ｆ図書閲覧室 704//V-1 2022/02/16

和書 002341808 彫刻の歴史 : 先史時代から現代まで

アントニー・ゴームリー, マーティン・ゲイフォード著/石崎尚, 林卓行訳

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室 712//G-15 2022/02/16

和書 002341592 Photoshopで描くデジタル絵画 : beginner's guide to digital painting in Photoshop 2nd edition日本語版 完全改訂版

3dtotal Publishing制作/河野敦子, スタジオリズ訳

ボーンデジタル ３Ｆ図書閲覧室 726.5//S-21 2022/02/16

和書 002340677 映画のなかのロゴマーク : 視覚言語と物語の構造

小谷充著

水曜社 ３Ｆ図書閲覧室 727//K-15 2022/02/14

和書 002341220 世界ピクト図鑑 : サインデザイナーが集めた世界のピクトグラム

児山啓一著

ビー・エヌ・エヌ ３Ｆ図書閲覧室 727//K-15 2022/02/15

和書 002341238 魔法とミステリーのデザイン

ビー・エヌ・エヌ ３Ｆ図書閲覧室 727//M-1 2022/02/15

和書 002340032 Iconism : 世界のアイコン・ピクトグラムのデザイン

Sandu Publishing編著/尾原美保訳

パイインターナショナ ３Ｆ図書閲覧室 727//S-1 2022/02/10
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著者名
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002342186 日本タイポグラフィ年鑑 2021

日本タイポグラフィ協会編

パイインターナショナ ３Ｆ図書閲覧室 727.8//N-9 2022/02/16

和書 002341584 フォントの話をしよう

パイインターナショナ ３Ｆ図書閲覧室 727.8//P-1 2022/02/16

和書 002339901 明朝体活字 : その起源と形成

小宮山博史著

グラフィック社 ３Ｆ図書閲覧室 749.41//K-15 2022/02/10

和書 002342152 宮廷のデザイン : 近世・近代の御下賜の品々 (コロナ・ブックス:228)

八條忠基著

平凡社 ３Ｆ図書閲覧室 750.21//H-1 2022/02/16

和書 002340859 折紙の文化史 : 祈り、願い、遊ぶ

小林一夫著

里文出版 ３Ｆ図書閲覧室 754.9//K-15 2022/02/15

和書 002340040 プロダクトデザイン101のアイデア

スン・ジャン, マーティン・セイラー, マシュー・フレデリック著/石原薫訳

フィルムアート社 ３Ｆ図書閲覧室 757.2//J-1 2022/02/10

和書 002340792 モノと空間のデザインを考える

牧野良三編/牧野良三 [ほか] 著

武蔵野美術大学出版局 ３Ｆ図書閲覧室 757.2//M-1 2022/02/15

和書 002341212 プロダクトデザイン : 商品開発のための必須知識105 改訂版

日本インダストリアルデザイン協会編

ビー・エヌ・エヌ ３Ｆ図書閲覧室 757.2//N-9 2022/02/15
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著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002339794 テレンス・コンラン流インテリアの基本 : シンプルで美しい暮らしのための3つのエッセンス 増補改訂版

テレンス・コンラン著/[大野千鶴訳]

エクスナレッジ ３Ｆ図書閲覧室 757.8//C-15 2022/02/10

和書 002340172 和家具の世界 : 歴史とくらしがつくってきた日本の美

小泉和子著

河出書房新社 ３Ｆ図書閲覧室 758//K-15 2022/02/14

和書 002340917 名作椅子の由来図典 : 年表&系統図付き : 歴史の流れがひと目でわかる 新版

西川栄明著/坂口和歌子イラスト

誠文堂新光社 ３Ｆ図書閲覧室 758//N-9 2022/02/15

和書 002340594 GarageBandではじめるループ音源で遊ぶ・楽しむ超入門 : iPhone/iPad対応

松尾公也著

秀和システム ３Ｆ図書閲覧室 763.9//M-1 2022/02/14

和書 002341246 はじめよう!GarageBandで楽しむDTM : Mac版GarageBand 10.4対応版

大津真著

ラトルズ ３Ｆ図書閲覧室 763.9//O-20 2022/02/15

和書 002340081 できるゼロからはじめるパソコン音楽制作超入門 : ウィンドウズ10対応 3訂版

侘美秀俊著

リットーミュージック ３Ｆ図書閲覧室 763.9//T-1 2022/02/10

和書 002341188 サウンドプロダクション入門 : DAWの基礎と実践

横川理彦著

ビー・エヌ・エヌ ３Ｆ図書閲覧室 763.9//Y-15 2022/02/15

和書 002340164 30日で理想の声になれる本 : 毎日たった3分トレーニング

田中直人著

リットーミュージック ３Ｆ図書閲覧室 767.1//T-1 2022/02/14
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著者名
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340404 サウンドエフェクトの作り方 改訂版 (I/O books)

小川哲弘著

工学社 ３Ｆ図書閲覧室 771.56//O-7 2022/02/14

和書 002341436 映画論の冒険者たち

堀潤之, 木原圭翔編

東京大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 778.01//H-15 2022/02/16

和書 002341089 仕事と人生に効く教養としての映画

伊藤弘了著

PHP研究所 ３Ｆ図書閲覧室 778.04//I-20 2022/02/15

和書 002339703 明るい映画、暗い映画 : 21世紀のスクリーン革命 : 映画・アニメ批評2015-2021 (Real sound collection)

渡邉大輔著

blueprint ３Ｆ図書閲覧室 778.04//W-1 2022/02/10

和書 002340073 映画の旅びと : イランから日本へ

ショーレ・ゴルパリアン [著]

みすず書房 ３Ｆ図書閲覧室 778.226//G-15 2022/02/10

和書 002342020 映画の声を聴かせて : フランス・ヨーロッパ映画人インタビュー

魚住桜子著

森話社 ３Ｆ図書閲覧室 778.235//U-15 2022/02/16

和書 002340487 すべてがわかる日本アニメ史入門1956-2021

アニメの旅人編著

彩流社 ３Ｆ図書閲覧室 778.77//A-14 2022/02/14

和書 002340453 スタジオジブリの想像力 : 地平線とは何か

三浦雅士著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 778.77//M-9 2022/02/14
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002341386 スポーツファイナンス入門 : プロ野球とプロサッカーの経営学

西崎信男著

税務経理協会 ３Ｆ図書閲覧室 780//N-9 2022/02/16

和書 002340966 経済学者が語るスポーツの力

佐々木勝著

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 780//S-1 2022/02/15

和書 002342079 スポーツ選手のためのアドラー心理学 : スポーツ心理学のフロンティア

内田若希著

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室 780.14//U-3 2022/02/16

和書 002340693 スポーツ栄養学がわかる : パフォーマンス向上から健康維持まで

杉浦克己著

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室 780.19//S-21 2022/02/14

和書 002341931 バレーボール勝利につながる「体づくり」競技力向上トレーニング (コツがわかる本)

NECレッドロケッツ監修

メイツユニバーサルコ ３Ｆ図書閲覧室 783.2//N-5 2022/02/16

和書 002340057 バレーボールのフィジカルトレーニング (競技力が上がる体づくり)

佐藤裕務著

ベースボール・マガ ３Ｆ図書閲覧室 783.2//S-1 2022/02/10

和書 002340099 マネー・ボール 完全版 (ハヤカワ文庫:NF387)

マイケル・ルイス著/中山宥訳

早川書房 ３Ｆ図書閲覧室 783.7//L-5 2022/02/10

和書 002340701 野球データ革命 : 数字が示す、新たな勝利の方程式

森本崚太著

竹書房 ３Ｆ図書閲覧室 783.7//M-15 2022/02/14

2022 年 3 月 11 日 48 / 50 ページ



新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002340107 教養としての茶道 : 世界のビジネスエリートが知っている

竹田理絵著

自由国民社 ３Ｆ図書閲覧室 791//T-1 2022/02/10

和書 002340115 はじめての茶の湯 新版 (実用No.1シリーズ)

千宗左著

主婦の友社 ３Ｆ図書閲覧室 791.7//S-5 2022/02/10

和書 002340321 ゲームシナリオ入門 : 基礎知識から設定・キャラクター・プロット・テキストの技法まで

北岡雄一朗著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 798//K-9 2022/02/14

和書 002340065 ゲーム作りで楽しく学ぶPythonのきほん

森巧尚著

マイナビ出版 ３Ｆ図書閲覧室 798//M-15 2022/02/10

和書 002340529 みんなで楽しむeスポーツ : 多様性とICTの時代に即した新しいスポーツの可能性

田簔健太郎編

山川出版社 ３Ｆ図書閲覧室 798//T-1 2022/02/14

和書 002341063 俗語百科事典

米川明彦著

朝倉書店 ３Ｆ図書閲覧室 814.9//Y-15 2022/02/15

和書 002341600 Tadao Ando recent project 3

二川由夫企画

エーディーエー・エ ３Ｆ図書閲覧室（大型図書 520.8//F-21 2022/02/16

和書 002340198 国立競技場construction

共同通信社著/夢の設計社編

河出書房新社 ３Ｆ図書閲覧室（大型図書 526.78//K-25 2022/02/14
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和書 002339307 ビジネス能力検定ジョブパス3級公式テキスト 2022年版

職業教育・キャリア教育財団監修

日本能率協会マネジメ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336//S-8 2022/02/08

和書 002339315 2級建築士試験学科厳選問題集500+100 令和4年度版

総合資格学院編

総合資格 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 520.79//S-15 2022/02/08

洋書 002339349 Transactions of the American Foundry Society : One hundred twenty-fifth annual metalcasting congress, April 12-22, 2021 v. 129

Amerian Foundry ３Ｆ書庫 566.1//A-13 2022/02/09
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