
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 002323566 芸能文化博物館事典 : 祭礼・演劇・映画・音楽から服飾・マンガ・アニメまで

日外アソシエーツ １Ｆ参考図書閲覧室 069//G-5 2021/05/20

和書 002323541 文部科学法令要覧 令和3年版

文部科学法令研究会監修

ぎょうせい １Ｆ参考図書閲覧室 373.2//M-15 2021/05/20

和書 002323558 JIS総目録 2021 (JISハンドブック)

日本規格協会編集

日本規格協会 １Ｆ参考図書閲覧室 509.13//N-9 2021/05/20

和書 002323673 科学で大切なことは本と映画で学んだ

渡辺政隆 [著]

みすず書房 ２Ｆ図書閲覧室 404//W-1 2021/05/21

和書 002323590 1つの定理を証明する99の方法

フィリップ・オーディング著/冨永星訳

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 410//O-18 2021/05/20

和書 002323442 高校で物理を履修しなかった人のための力学 (フロー式物理演習シリーズ:4)

内田就也著

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 423//U-3 2021/05/19

和書 002322683 「音」を理解するための教科書 : 「音」は面白い : 人と音とのインタラクションから見た音響・音声処理工学

米村俊一著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 424//Y-15 2021/05/17

和書 002322733 圏論的量子力学入門

ボブ・クック, アレクス・キッシンジャー [著]/川辺治之訳

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 429.1//C-15 2021/05/17
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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 002323632 現代物性化学の基礎 : 化学結合論によるアプローチ 第3版

小川桂一郎, 小島憲道編

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 431//O-7 2021/05/20

和書 002323392 「顔」の進化 : あなたの顔はどこからきたのか (ブルーバックス:B-2159)

馬場悠男著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 469.43//B-1 2021/05/19

和書 002322675 あたらしい脳科学と人工知能の教科書 (AI & technology)

我妻幸長著

翔泳社 ２Ｆ図書閲覧室 491.371//A-26 2021/05/17

和書 002323756 大好評!ガス"おなら"解消法

腰越六郎著

アーク書院/ふく書房 ２Ｆ図書閲覧室 493.46//K-15 2021/05/21

和書 002322824 香りで料理を科学するフードペアリング大全 : 分子レベルで発想する新しい食材の組み合わせ方

ベルナール・ラウース, ピーター・クーカイト, ヨハン・ランゲンビック著/和田侑子訳

グラフィック社 ２Ｆ図書閲覧室 498.55//L-1 2021/05/17

和書 002322691 データ同化流体科学 : 流動現象のデジタルツイン (クロスセクショナル統計シリーズ:10)

大林茂 [ほか] 著/照井伸彦 [ほか] 編

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 501.23//O-2 2021/05/17

和書 002323574 基礎測量学 改訂3版

長谷川昌弘, 川端良和編著/大塚久雄 [ほか] 著

電気書院 ２Ｆ図書閲覧室 512//H-1 2021/05/20

和書 002323707 プラスチックスープの海 : 北太平洋巨大ごみベルトは警告する

チャールズ・モア, カッサンドラ・フィリップス著/海輪由香子訳

NHK出版 ２Ｆ図書閲覧室 519.57//M-15 2021/05/19
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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 002323244 空想から計画へ : 近代都市に埋もれた夢の発掘

中川理, 空想から計画へ編集委員会編

思文閣出版 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//N-1 2021/05/18

和書 002323640 生きた景観マネジメント

日本建築学会編

鹿島出版会 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//N-9 2021/05/21

和書 002322717 景観用語事典 増補改訂第2版

篠原修編

彰国社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//S-8 2021/05/17

和書 002322964 小さな声からはじまる建築思想

神田順著

現代書館 ２Ｆ図書閲覧室 520.4//K-1 2021/05/17

和書 002322741 白井晟一の伝統論と和室

羽藤広輔著

中央公論美術出版 ２Ｆ図書閲覧室 523.1//H-1 2021/05/17

和書 002323376 ゼロからはじめる「木造建築」入門 第2版

原口秀昭著

彰国社 ２Ｆ図書閲覧室 524.5//H-1 2021/05/19

和書 002322816 GA HOUSES : 世界の住宅 174

A.D.A. EDITA Tokyo ２Ｆ図書閲覧室 527//G-1 2021/05/17

和書 002323681 SDGsハウスのつくりかた : 一軒まるごと、SDGsで建ててみた (アサヒオリジナル)

蟹江憲史監修

朝日新聞出版 ２Ｆ図書閲覧室 527//K-1 2021/05/19
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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 002323459 研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅 : 断熱、太陽光・太陽熱、薪・ペレット、蓄電

三浦秀一著

農山漁村文化協会 ２Ｆ図書閲覧室 527//M-9 2021/05/19

和書 002322832 名画を見上げる : 美しき天井画・天井装飾の世界

Catherine McCormack著/大木麻利子, 山本真実訳

誠文堂新光社 ２Ｆ図書閲覧室 529//M-3 2021/05/17

和書 002323285 脱原発の比較政治学

本田宏, 堀江孝司編著/Ariyoshi Ogawa [ほか著]

法政大学出版局 ２Ｆ図書閲覧室 539.091//H-15 2021/05/18

和書 002322782 電気回路の基礎

宮本俊幸著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 541.1//M-9 2021/05/17

和書 002323616 AWSではじめるインフラ構築入門 : 安全で堅牢な本番環境のつくり方

中垣健志著

翔泳社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//N-1 2021/05/20

和書 002323624 Web配信の技術 : HTTPキャッシュ・リバースプロキシ・CDNを活用する

田中祥平著

技術評論社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//T-1 2021/05/20

和書 002322766 マイクロ波工学 第4版

David M. Pozar著/永妻忠夫, 村田博司, 真田篤志訳

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 548.16//P-15 2021/05/17

和書 002322758 ラジオの技術・産業の百年史 : 大衆メディアの誕生と変遷

岡部匡伸著

勉誠出版 ２Ｆ図書閲覧室 548.76//O-11 2021/05/17

2021 年 5 月 27 日 4 / 13 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 002322709 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 2021/05/17

和書 002323418 トコトンやさしいウェアラブルの本 : キーテクノロジーと活用分野がわかる! (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

塚本昌彦著

日刊工業新聞社 ２Ｆ図書閲覧室 549.92//T-19 2021/05/19

和書 002322642 マスタードの歴史 (「食」の図書館)

デメット・ギュゼイ著/元村まゆ訳

原書房 ２Ｆ図書閲覧室 588.6//G-21 2021/05/17

和書 002323269 住まいの百科事典

日本家政学会編

丸善出版 ２Ｆ図書閲覧室 597//N-9 2021/05/18

和書 002323699 コーヒーで読み解くSDGs

José・川島良彰, 池本幸生, 山下加夏著

ポプラ社 ２Ｆ図書閲覧室 617.3//K-1 2021/05/19

和書 002323525 森林学の百科事典

日本森林学会編

丸善出版 ２Ｆ図書閲覧室 650.1//N-9 2021/05/20

和書 002323665 森のつくられかた : 移りゆく人間と自然のハイブリッド (森林科学シリーズ:2)

生方史数編

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 650.2//U-2 2021/05/21

和書 002323491 トコトンやさしい量子コンピュータの本 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

山﨑耕造著

日刊工業新聞社 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//Y-1 2021/05/20
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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 002323657 TensorFlowによる深層強化学習入門 : OpenAI Gym+PyBulletによるシミュレーション

牧野浩二, 西崎博光共著

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//M-1 2021/05/21

和書 002323483 金融・経済分析のためのテキストマイニング (テキストアナリティクス:6)

和泉潔, 坂地泰紀, 松島裕康著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 007.6//I-26 2021/05/19

和書 002323426 データベースのしくみ (図解まるわかり)

坂上幸大著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 007.609//S-1 2021/05/19

和書 002323343 アプリケーション作りの基本 第3版 (プログラミング学習シリーズ. Java (ジャバ):実践編)

三谷純著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//M-9 2021/05/19

和書 002323335 ゼロからはじめるプログラミング 第3版 (プログラミング学習シリーズ. Java (ジャバ):入門編)

三谷純著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//M-9 2021/05/19

和書 002323368 東大読書 : 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく

西岡壱誠著

東洋経済新報社 ３Ｆ図書閲覧室 019//N-9 2021/05/19

和書 002322808 美篶堂とつくる美しい手製本 : 本づくりの教科書12のレッスン : 新装版

美篶堂編

河出書房新社 ３Ｆ図書閲覧室 022.8//M-9 2021/05/17

和書 002323467 美篶堂とつくるはじめての手製本 : 製本屋さんが教える本のつくりかた : 新装版

美篶堂著

河出書房新社 ３Ｆ図書閲覧室 022.8//M-9 2021/05/19
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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 002323400 あなたはこうしてウソをつく (岩波科学ライブラリー:300)

阿部修士著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 141.6//A-2 2021/05/19

和書 002322634 感情史とは何か

バーバラ・H. ローゼンワイン, リッカルド・クリスティアーニ [著]/伊東剛史 [ほか] 訳

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 141.6//R-15 2021/05/17

和書 002323517 葉隠 (いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ:17)

[山本常朝述]/[田代陣基筆録]/城島明彦訳

致知出版社 ３Ｆ図書閲覧室 156//Y-1 2021/05/20

和書 002323251 超訳life shift : 100年時代の人生戦略

リンダ・グラットン, アンドリュー・スコット著

東洋経済新報社 ３Ｆ図書閲覧室 159//G-18 2021/05/18

和書 002322790 世界の神話大図鑑

フィリップ・ウィルキンソンほか著/林啓恵, 飯原裕美訳

三省堂 ３Ｆ図書閲覧室 162//W-9 2021/05/17

和書 002323350 アジアから初のユネスコ事務局長松浦晃一郎 (私の履歴書)

松浦晃一郎著

日経BP日本経済新聞 ３Ｆ図書閲覧室 289.1//M-1 2021/05/19

和書 002323384 渋沢栄一92年の生涯 夏の巻

白石喜太郎著

国書刊行会 ３Ｆ図書閲覧室 289.1//S-8 2021/05/19

和書 002323277 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 2021/05/18
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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 002322667 多元化する地域統合 (グローバル関係学:3)

石戸光, 鈴木絢女編集

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 319//I-19 2021/05/17

和書 002323871 やさしい英語でSDGs! : 地球の課題(Global Issues)を英語で学び、未来を語ろう!

本間正人, 山本ミッシェールのぞみ著

合同出版 ３Ｆ図書閲覧室 333.8//H-15 2021/05/20

和書 002323889 SDGsと商社 : SDGsの達成に向けた商社の取り組み

日本貿易会「SDGsの達成に向けた商社の取り組み」特別研究会著

日本貿易会/求龍堂 ３Ｆ図書閲覧室 335.4//N-9 2021/05/20

和書 002322659 防災リテラシー 第2版

太田敏一, 松野泉共著

森北出版 ３Ｆ図書閲覧室 369.3//O-20 2021/05/17

和書 002323210 原始時代～平安時代 (ビジュアル日本の服装の歴史:1)

増田美子監修・著

ゆまに書房 ３Ｆ図書閲覧室 383.1//M-1 2021/05/18

和書 002323236 明治時代～現代 (ビジュアル日本の服装の歴史:3)

難波知子著

ゆまに書房 ３Ｆ図書閲覧室 383.1//N-1 2021/05/18

和書 002323228 鎌倉時代～江戸時代 (ビジュアル日本の服装の歴史:2)

大久保尚子著

ゆまに書房 ３Ｆ図書閲覧室 383.1//O-11 2021/05/18

和書 002323533 世界の食文化百科事典

野林厚志編集委員長/宇田川妙子, 河合洋尚, 濵田信吾編集幹事

丸善出版 ３Ｆ図書閲覧室 383.8//N-15 2021/05/20
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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 002322774 安心・安全を伝えるデザイン : 人に、環境にやさしい商品・サービスを魅力的に伝えるデザイン

パイインターナショナル編著

パイインターナショナ ３Ｆ図書閲覧室 674.2//P-1 2021/05/17

和書 002322626 世界のエリートが学んでいるMBAマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみた

永井孝尚著

KADOKAWA ３Ｆ図書閲覧室 675//N-1 2021/05/17

和書 002322956 グラフィックマーケティング (グラフィック経営学ライブラリ:4)

上田隆穂, 澁谷覚, 西原彰宏著

新世社/サイエンス社 ３Ｆ図書閲覧室 675//U-5 2021/05/17

和書 002323434 形象の記憶 : デザインのいのち

向井周太郎著

武蔵野美術大学出版局 ３Ｆ図書閲覧室 704//M-21 2021/05/19

和書 002323582 色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き 改訂版 (デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則)

3dtotal Publishing著/スタジオリズ訳

ボーンデジタル ３Ｆ図書閲覧室 726.5//S-21 2021/05/20

和書 002323475 デザイン大全 : イメージをパッと形に変える

尾沢早飛著

SBクリエイティブ ３Ｆ図書閲覧室 727//O-26 2021/05/19

和書 002322618 佐藤可士和の対話ノート

佐藤可士和著

誠文堂新光社 ３Ｆ図書閲覧室 757//S-1 2021/05/17

和書 002323509 音楽好きな脳 : 人はなぜ音楽に夢中になるのか 新版

ダニエル・J・レヴィティン著/西田美緒子訳/柏野牧夫解説

ヤマハミュージックエ ３Ｆ図書閲覧室 761.14//L-5 2021/05/20
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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 002322725 映像編集の技法 : 傑作を生み出す編集技師たちの仕事術

スティーヴ・ハルフィッシュ著/佐藤弥生, 茂木靖枝訳

フィルムアート社 ３Ｆ図書閲覧室 778.4//H-21 2021/05/17

和書 002322972 日本小史と最新の研究 (ものと人間の文化史:134-2. 遊戯:2)

増川宏一著

法政大学出版局 ３Ｆ図書閲覧室 790//M-1 2021/05/17

和書 002323608 図解パブリックスペースのつくり方 : 設計プロセス・ディテール・使いこなし : 公園・駅前広場・商業地・住宅地・街路・水辺の14事例を詳解

忽那裕樹 [ほか] 編

学芸出版社 ３Ｆ図書閲覧室（大型図書 519.8//K-21 2021/05/20

和書 002322998 公務員試験六法 2022年版

大学教育出版編集部編

大学教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 317.4//D-1 2021/05/18

和書 002323004 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集 [2023最新版]

オフィス海著

ナツメ社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//O-6 2021/05/18

和書 002323202 史上最強一般常識+時事一問一答問題集 [2023最新版]

オフィス海著

ナツメ社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//O-6 2021/05/18

和書 002323038 これが本当のCAB・GABだ! 2023年度版 (本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-16 2021/05/18

和書 002323020 これが本当のSPI3だ! : 主要3方式「テストセンター・ペーパーテスト・WEBテスティング」対応 2023年度版 (本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-16 2021/05/18
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和書 002323012 これが本当のSPI3テストセンターだ! 2023年度版 (本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-16 2021/05/18

和書 002323046 これが本当のWebテストだ! 2023年度版1 玉手箱・C-GAB編 (本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-16 2021/05/18

和書 002323053 これが本当のWebテストだ! 2023年度版2 TG-WEB・ヒューマネージ社のテストセンター編 (本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-16 2021/05/18

和書 002323061 これが本当のWebテストだ! 2023年度版3 WEBテスティング(SPI3)・CUBIC・TAP・TAL編 (本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-16 2021/05/18

和書 002323079 検定簿記講義 : 2級工業簿記 2021年度版

岡本清, 廣本敏郎編著

中央経済社/中央経済 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.91//O-11 2021/05/18

和書 002323087 合格トレーニング日商簿記2級商業簿記 : Ver.15.0 第19版 (よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座編著

TAC株式会社出版事業 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.91//T-1 2021/05/18

和書 002323095 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 全編共通 公害総論

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/[丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323103 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 水質編 水質概論

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/[丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18
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和書 002323111 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 水質編 技術編

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323137 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 大気編 大気概論

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/[丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323129 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 全編共通 公害総論

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/[丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323145 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 大気編 技術編

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323152 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 騒音・振動編

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323160 新・公害防止の技術と法規2021 : 公害防止管理者等資格認定講習用 ダイオキシン類編

公害防止の技術と法規編集委員会編

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//K-15 2021/05/18

和書 002323178 新しい建築法規の手びき 2021年版

建築技術者試験研究会編/矢吹茂郎, 田中元雄, 加藤健三編著

井上書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 520.92//K-5 2021/05/18

和書 002323186 徹底解説2次試験インテリアコーディネーター資格試験問題 : プレゼンテーション・論文 2021年版

産業能率大学出版部編著

産業能率大学出版部 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 529//S-1 2021/05/18
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和書 002323293 教職教養ランナー [2022年度版] (教員採用試験. システムノート)

東京教友会編著

一ツ橋書店 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 373.7//T-15 2021/05/19

洋書 002323327 The comparative politics of immigration : policy choices in Germany, Canada, Switzerland, and the United States : paperback (Cambridge studies in
comparative politics)
Antje Ellermann

Cambridge University ３Ｆ書庫 334.4//E-12 2021/05/19
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