
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 002325124 情報メディア白書 2021

電通メディアイノベーションラボ編

ダイヤモンド社 １Ｆ参考図書閲覧室 007.35//D-5 2021/06/03

和書 002325207 現代用語の基礎知識・別冊2011→2020 : 3.11から10年の日本列島

自由国民社 １Ｆ参考図書閲覧室 031//G-5 2021/06/03

和書 002324564 有斐閣現代心理学辞典

子安増生, 丹野義彦, 箱田裕司監修

有斐閣 １Ｆ参考図書閲覧室 140.3//K-15 2021/05/31

和書 002324614 今がわかる時代がわかる世界地図 2021年版 (Seibido mook)

成美堂出版編集部編集

成美堂出版 １Ｆ参考図書閲覧室 290.38//S-5 2021/06/01

和書 002324572 日本のハゼ 新版

矢野維幾写真/鈴木寿之, 渋川浩一解説

平凡社 １Ｆ参考図書閲覧室 487.767//Y-1 2021/05/31

和書 002325041 はじめての理系英語リーディング Ver. 2 (理系たまごシリーズ:2)

佐藤洋一著

アルク ２Ｆ図書閲覧室 407//S-1 2021/06/03

和書 002324275 数理科学 : 離散数理モデル (放送大学大学院教材:8961018-1-2111. 自然環境科学プログラム)

石崎克也, 諸澤俊介著

放送大学教育振興会 ２Ｆ図書閲覧室 410//I-19 2021/05/31

和書 002324366 なっとくする数学記号 : π、e、iから偏微分まで (ブルーバックス:B-2161)

黒木哲徳著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 410//K-21 2021/05/31
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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 002325033 スタンフォードベクトル・行列からはじめる最適化数学

ステファン・ボイド, リーヴェン・ヴァンデンベルグ著/玉木徹訳

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 411.3//B-15 2021/06/03

和書 002324648 レジの行列が早く進むのは、どっち!? : はじめての統計学

サトウマイ著

総合法令出版 ２Ｆ図書閲覧室 417//S-1 2021/06/01

和書 002325074 量子探索 : 量子ウォークが拓く最先端アルゴリズム

今野紀雄著

近代科学社 ２Ｆ図書閲覧室 417.1//K-15 2021/06/03

和書 002324879 詳解圧縮性流体力学の基礎 (理工学基礎シリーズ)

森田信義著

日新出版 ２Ｆ図書閲覧室 423.88//M-15 2021/06/01

和書 002324663 プログレッシブ電磁気学 : マクスウェル方程式からの展開

水田智史著

共立出版 ２Ｆ図書閲覧室 427//M-9 2021/06/01

和書 002324390 世界史は化学でできている : 絶対に面白い化学入門

左巻健男著

ダイヤモンド社 ２Ｆ図書閲覧室 430.2//S-1 2021/05/31

和書 002324697 植物のいのち : からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ (中公新書:2644)

田中修著

中央公論新社 ２Ｆ図書閲覧室 471.3//T-1 2021/06/01

和書 002325173 欧米に寝たきり老人はいない : コロナ時代の高齢者終末期医療 増補版

宮本顕二, 宮本礼子著

中央公論新社 ２Ｆ図書閲覧室 490.15//M-9 2021/06/03
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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 002324887 スマホ脳 (新潮新書:882)

アンデシュ・ハンセン著/久山葉子訳

新潮社 ２Ｆ図書閲覧室 491.371//H-1 2021/06/02

和書 002324994 現代制御 : 大学講義テキスト

森泰親著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 501.9//M-15 2021/06/03

和書 002324242 リスク社会における市民参加 (放送大学大学院教材:8911037-1-2111. 生活健康科学プログラム)

八木絵香, 三上直之編著

放送大学教育振興会 ２Ｆ図書閲覧室 504//Y-1 2021/05/31

和書 002324903 環境と社会 (放送大学教材:1930052-1-2111)

大塚直編著

放送大学教育振興会 ２Ｆ図書閲覧室 519.5//O-20 2021/06/02

和書 002325066 越境大気汚染の物理と化学 2訂版

藤田慎一 [ほか] 著

成山堂書店 ２Ｆ図書閲覧室 519.55//F-21 2021/06/03

和書 002324481 世界の地下都市大解剖 : 立体イラストで巡る、見えない巨大インフラ (National geographic)

マーク・オーブンデン著/梅田智世, 竹花秀春訳

日経ナショナルジオグ ２Ｆ図書閲覧室 519.8//O-22 2021/05/31

和書 002325090 静定力学編 第2版 (建築構造の力学:1)

寺本隆幸, 長江拓也共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 524.1//T-5 2021/06/03

和書 002324622 図解住まいの設備設計 : 暮らしやすさから考える家づくりのポイント

堀野和人, 加藤圭介著/日本建築協会企画

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 528//H-15 2021/06/01
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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 002324523 最新内燃機関 改訂版

秋濱一弘 [ほか] 編著

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 533.4//A-11 2021/05/31

和書 002324853 演習流体工学 (基礎数学完全マスター)

井口學, 西原一嘉, 横谷眞一郎著

電気書院 ２Ｆ図書閲覧室 534.1//I-7 2021/06/01

和書 002325009 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 2021/06/03

和書 002324549 災後日本の電力業 : 歴史的転換点をこえて

橘川武郎著

名古屋大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 540.921//K-9 2021/05/31

和書 002325108 高速デジタル信号伝送回路の設計と評価法 : 基礎から実践演習まで (設計技術シリーズ)

前多正著

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 547.1//M-1 2021/06/03

和書 002324630 クラウド時代のネットワーク入門 : 要素技術、設計運用の基本、ネットワークパターン

大喜多利哉著

翔泳社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//O-11 2021/06/01

和書 002324507 電磁環境工学 (電子情報通信レクチャーシリーズ:D-16)

電子情報通信学会編/徳田正満著

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 548.1//D-5 2021/05/31

和書 002325140 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 2021/06/03
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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 002324499 スパイスの科学大図鑑 : 香りの効果的な引き出し方や相性を徹底解明

スチュアート・ファリモンド著, 中里京子訳

誠文堂新光社 ２Ｆ図書閲覧室 596//F-1 2021/05/31

和書 900048158 天声人語 : 英文対照 v. 203 2020冬

朝日新聞論説委員室編/国際発信部訳

原書房 ２Ｆ学習閲覧室（留学生コー 304//A-19 2021/06/03

和書 002325025 物体・画像認識と時系列データ処理入門 : NumPy/TensorFlow2(Keras)/PyTorchによる実装ディープラーニング TensorFlow2/PyTorch対応第2版

チーム・カルポ著

秀和システム ３Ｆ図書閲覧室 007.13//C-8 2021/06/03

和書 002324531 Pythonによる異常検知

曽我部東馬著

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//S-15 2021/05/31

和書 002325157 内側から見た「AI大国」中国 : アメリカとの技術覇権争いの最前線 (朝日新書:814)

福田直之著

朝日新聞出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.35//F-21 2021/06/03

和書 002324861 レクチャーヒューマンコンピュータインタラクション (情報工学レクチャーテキスト:QKC-10)

志堂寺和則著

数理工学社/サイエン ３Ｆ図書閲覧室 007.6//S-8 2021/06/01

和書 002325082 入門サイバーセキュリティ理論と実験 : 暗号技術・ネットワークセキュリティ・ブロックチェーンからPython実験まで

面和成著

コロナ社 ３Ｆ図書閲覧室 007.609//O-13 2021/06/03

和書 002324408 よくわかる組込みシステム開発入門 : 要素技術から開発プロセスまで (SoftWare:2. ETEC)

組込みシステム技術協会人材育成事業本部著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.61//K-21 2021/05/31
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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 002324911 学習・言語心理学 (放送大学教材:1529587-1-2111)

高橋秀明著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 141.33//T-1 2021/06/02

和書 002324358 よい判断・意思決定とは何か : 合理性の本質を探る (越境する認知科学:7)

本田秀仁著

共立出版 ３Ｆ図書閲覧室 141.8//H-15 2021/05/31

和書 002325165 不機嫌のトリセツ (河出新書:028)

黒川伊保子著

河出書房新社 ３Ｆ図書閲覧室 159//K-21 2021/06/03

和書 002324671 宗教と過激思想 : 現代の信仰と社会に何が起きているか (中公新書:2642)

藤原聖子著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 160.4//F-21 2021/06/01

和書 002324937 ブッダが説いた幸せな生き方 (岩波新書:新赤版 1879)

今枝由郎著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 182//I-13 2021/06/03

和書 002324705 天正伊賀の乱 : 信長を本気にさせた伊賀衆の意地 (中公新書:2645)

和田裕弘著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 210.48//W-1 2021/06/01

和書 002324820 パレスチナ問題の展開 (放送大学叢書:055. OPEN)

高橋和夫著

左右社 ３Ｆ図書閲覧室 228.5//T-1 2021/06/01

和書 002324689 イギリス1960年代 : ビートルズからサッチャーへ (中公新書:2643)

小関隆著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 233.07//K-15 2021/06/01
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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 002324192 市民自治の知識と実践 改訂版 (放送大学教材:1140086-1-2111)

山岡龍一, 岡﨑晴輝編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 318//Y-1 2021/05/31

和書 002324838 アラブとイスラエル : パレスチナ問題の構図 第10刷 [改訂] (講談社現代新書:1085)

高橋和夫著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 319.285//T-1 2021/06/01

和書 002324382 値段がわかれば社会がわかる : はじめての経済学 (ちくまプリマー新書:368)

徳田賢二著

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室 331//T-15 2021/05/31

和書 002324952 日本経済図説 第5版 (岩波新書:新赤版 1878)

宮崎勇, 本庄真, 田谷禎三著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 332.1//M-9 2021/06/03

和書 002325058 意思決定分析と予測の活用 : 基礎理論からPython実装まで

馬場真哉著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 336.1//B-1 2021/06/03

和書 002324374 デザインアート思考 : 使い手のニーズとつくり手のウォンツを同時に実現する10のステップ

OCHABI Institute著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 336.2//O-3 2021/05/31

和書 002324895 社会学概論 (放送大学教材:1730142-1-2111)

北川由紀彦著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 361//K-9 2021/06/02

和書 002324655 ランキング : 私たちはなぜ順位が気になるのか?

ペーテル・エールディ著/高見典和訳

日本評論社 ３Ｆ図書閲覧室 361.9//E-18 2021/06/01
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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 002324234 福祉心理学 (放送大学教材:1529560-1-2111)

村松健司, 坪井裕子編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 369//M-21 2021/05/31

和書 002324945 チャリティの帝国 : もうひとつのイギリス近現代史 (岩波新書:新赤版 1880)

金澤周作著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 369.1//K-1 2021/06/03

和書 002324218 障害者・障害児心理学 (放送大学教材:1529579-1-2111)

古賀精治編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 369.27//K-15 2021/05/31

和書 002324226 現代教育入門 (放送大学教材:1720090-1-2111)

岩永雅也, 岩崎久美子編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 371//I-23 2021/05/31

和書 002324259 心理・教育統計法特論 改訂新版 (放送大学大学院教材:8950695-1-2111. 臨床心理学プログラム)

小野寺孝義編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 371.9//O-14 2021/05/31

和書 002324267 海外の教育改革 改訂版 (放送大学大学院教材:8921016-1-2111. 人間発達科学プログラム)

坂野慎二, 藤田晃之編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 373.1//S-1 2021/05/31

和書 002324291 カリキュラムの理論と実践 (放送大学大学院教材:8921024-1-2111. 人間発達科学プログラム)

田中統治, 根津朋実著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 375//T-1 2021/05/31

和書 002324200 道徳教育論 (放送大学教材:1529536-1-2111)

貝塚茂樹, 林泰成編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 375.35//K-1 2021/05/31
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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 002324317 マーケティング 新訂 (放送大学教材:1539388-1-2111)

井上淳子, 石田大典著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 675//I-14 2021/05/31

和書 002324515 石岡瑛子 : 血が、汗が、涙がデザインできるか

[石岡瑛子作]

小学館 ３Ｆ図書閲覧室 727//I-19 2021/05/31

和書 002325116 まだ見ぬ映画言語に向けて

吉田喜重, 舩橋淳著

作品社 ３Ｆ図書閲覧室 778.04//Y-15 2021/06/03

和書 002324309 健康・スポーツ科学研究 改訂版 (放送大学大学院教材:8911029-1-2111. 生活健康科学プログラム)

関根紀子編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 780.19//S-5 2021/05/31

和書 002324929 ビートルズde英文法 (放送大学教材:1420135-1-2111)

佐藤良明編著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 835//S-1 2021/06/02

和書 002324283 モダニズムの文学と文化 (放送大学大学院教材:8981043-1-2111. 人文学プログラム)

宮本陽一郎著

放送大学教育振興会 ３Ｆ図書閲覧室 902.02//M-9 2021/05/31

和書 002325017 菊竹清訓 : 山陰と建築

斎藤信吾, 塚本二朗, Echelle‐1編

Echelle‐1/建築資料 ３Ｆ図書閲覧室（大型図書 523.1//S-1 2021/06/03

和書 002325132 小学校教諭になるには (なるにはBooks:29)

森川輝紀, 山田恵吾編著

ぺりかん社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 374.3//M-15 2021/06/03
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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 002324598 機械・仕上職種1・2級技能検定学科の急所 [2021年版] 上巻

技能検定学科の急所編集委員会著/ジャパンマシニスト社編集部編

ジャパンマシニスト社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 530.7//G-9 2021/06/01

和書 002324606 機械・仕上職種1・2級技能検定学科の急所 [2021年版] 下巻

技能検定学科の急所編集委員会著/ジャパンマシニスト社編集部編

ジャパンマシニスト社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 530.7//G-9 2021/06/01

和書 002324580 岐阜県の論作文・面接過去問 '22年度版 (岐阜県の教員採用試験過去問シリーズ:13)

協同教育研究会編

協同出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 373.7//K-25 2021/06/01

和書 002323194 名古屋市の論作文・面接過去問 '22年度版 (名古屋市の教員採用試験過去問シリーズ:13)

協同教育研究会編

協同出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 373.7//K-25 2021/06/01

洋書 002324960 Federalism in Canada : contested concepts and uneasy balances : paper

Thomas O. Hueglin

University of ３Ｆ書庫 312.51//H-21 2021/06/01

洋書 002324986 Framed : media and the coverage of race in Canadian politics : pbk (Communication, strategy, and politics)

Erin Tolley

UBC Press ３Ｆ書庫 316.851//T-15 2021/06/01

洋書 002324978 Canadian foreign policy : reflections on a field in transition : softcover (C.D. Howe series in Canadian political history)

edited by Brian Bow and Andrea Lane

UBC Press ３Ｆ書庫 319.51//B-15 2021/06/01
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