
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 002325587 科学技術要覧 令和2年度版(FY2020)

文部科学省科学技術・学術政策局編

ブルーホップ/全国官 １Ｆ参考図書閲覧室 505.9//M-15 2021/06/11

和書 002325249 サイエンス5000年史 : 人類の知の歴史をたどる旅へ

メアリー・クルーズ著/ネルソン・サトコ訳

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 402//C-18 2021/06/07

和書 002325231 科学絵本の世界100 : 学びをもっと楽しくする (別冊太陽. 日本のこころ:286)

平凡社 ２Ｆ図書閲覧室 407//H-5 2021/06/07

和書 002325538 数学の力 : 高校数学で読みとくリーマン予想

小山信也著

日経サイエンス/日経 ２Ｆ図書閲覧室 413.5//K-15 2021/06/09

和書 002325314 ダークデータ : 隠れたデータこそが最強の武器になる

デイヴィッド・J・ハンド著/黒輪篤嗣訳

河出書房新社 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//H-1 2021/06/07

和書 002325322 感染の法則 : ウイルス伝染から金融危機、ネットミームの拡散まで

アダム・クチャルスキー著/日向やよい訳

草思社 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//K-21 2021/06/07

和書 002325413 スバラシク実力がつくと評判の電磁気学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! 改訂8

馬場敬之著

マセマ出版社 ２Ｆ図書閲覧室 427//B-1 2021/06/09

和書 002325298 文系のためのめっちゃやさしい超ひも理論 (東京大学の先生伝授)

松尾泰監修

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 429.6//M-1 2021/06/07
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和書 002325256 弦理論と可積分性 : ゲージ-重力対応のより深い理解に向けて (SGCライブラリ:165)

佐藤勇二著

サイエンス社 ２Ｆ図書閲覧室 429.6//S-1 2021/06/07

和書 002325363 ものの大きさ : 自然の階層・宇宙の階層 第2版

須藤靖著

東京大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 440.12//S-21 2021/06/07

和書 002325454 脳の大統一理論 : 自由エネルギー原理とはなにか (岩波科学ライブラリー:299)

乾敏郎, 阪口豊著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 491.371//I-14 2021/06/09

和書 002325462 次なるパンデミックを回避せよ : 環境破壊と新興感染症 (岩波科学ライブラリー:301)

井田徹治著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 498.6//I-4 2021/06/09

和書 002325595 これならわかる工業熱力学

野底武浩著

近代科学社Digital/近 ２Ｆ図書閲覧室 501.26//N-15 2021/06/11

和書 002325389 トヨタの製造現場はなぜ最適なラインをつくれるのか : 時代をリードするエンジニアの思考力

石井創久著

幻冬舎メディアコンサ ２Ｆ図書閲覧室 509.6//I-19 2021/06/08

和書 002325439 土木のこころ : 夢追いびとたちの系譜 復刻版

田村喜子著

現代書林 ２Ｆ図書閲覧室 510.921//T-1 2021/06/09

和書 002325561 水環境ガバナンスの社会学 : 開発・災害・市民参加

帯谷博明著

昭和堂 ２Ｆ図書閲覧室 517.09//O-2 2021/06/09
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和書 002325512 環境保全のための地下水水質化学 : 地球化学,地下水および汚染 上

C.A.J.アペロ, D.ポストマ著/神野健二 [ほか] 訳

九州大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 519.12//A-16 2021/06/09

和書 002325520 環境保全のための地下水水質化学 : 地球化学,地下水および汚染 下

C.A.J.アペロ, D.ポストマ著/神野健二 [ほか] 訳

九州大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 519.12//A-16 2021/06/09

和書 002325579 建築法規用教材 改訂第31版

日本建築学会編集著作

日本建築学会/丸善出 ２Ｆ図書閲覧室 520.92//N-9 2021/06/09

和書 002325330 響きをみがく : 音響設計家豊田泰久の仕事

石合力著

朝日新聞出版 ２Ｆ図書閲覧室 524.961//I-19 2021/06/07

和書 002325470 国立代々木競技場と丹下健三 : 成長の時代の象徴から、成熟の時代の象徴へ (TOTO建築叢書:12)

豊川斎赫著

TOTO出版 ２Ｆ図書閲覧室 526.78//T-15 2021/06/09

和書 002325421 電気設備技術基準・解釈 2021年版

オーム社編

オーム社 ２Ｆ図書閲覧室 540.91//O-13 2021/06/09

和書 002325496 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 2021/06/08

和書 002325504 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 2021/06/08
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和書 002325488 ソニー半導体の奇跡 : お荷物集団の逆転劇

斎藤端著

東洋経済新報社 ２Ｆ図書閲覧室 549.8//S-1 2021/06/09

和書 002325264 実用プロセッサ技術 第3版

岩出秀平, 清水徹共著

ムイスリ出版 ２Ｆ図書閲覧室 549.92//I-23 2021/06/07

和書 002325272 「PICマイコン」でつくる電子工作 (I/O books)

神田民太郎著

工学社 ２Ｆ図書閲覧室 549.92//K-1 2021/06/07

和書 002325215 アボカドの歴史 (「食」の図書館)

ジェフ・ミラー著/伊藤はるみ訳

原書房 ２Ｆ図書閲覧室 625.86//M-9 2021/06/07

和書 002325371 竹の文化誌 (花と木の図書館)

スザンヌ・ルーカス著/山田美明訳

原書房 ２Ｆ図書閲覧室 653.8//L-21 2021/06/07

和書 002325355 機械学習・統計処理のための数学入門 : 基本演算からRプログラミングまで

小酒井亮太著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//K-15 2021/06/07

和書 002325603 情報基礎 : はじめて学ぶICTの世界 改訂版

上繁義史著

培風館 ３Ｆ図書閲覧室 007.6//U-5 2021/06/11

和書 002325397 データベース入門 第2版 (Computer science library:14)

増永良文著

サイエンス社 ３Ｆ図書閲覧室 007.609//M-1 2021/06/08
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和書 002325223 障害者サービスと著作権法 第2版 (JLA図書館実践シリーズ:26)

日本図書館協会障害者サービス委員会, 著作権委員会編

日本図書館協会 ３Ｆ図書閲覧室 015.1//N-9 2021/06/07

和書 002325348 渋沢栄一92年の生涯 秋の巻

白石喜太郎著

国書刊行会 ３Ｆ図書閲覧室 289.1//S-8 2021/06/07

和書 002325199 「境界」に現れる危機 (グローバル関係学:2)

松永泰行編集

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 319//M-1 2021/06/07

和書 002325280 これからのデザイン思考 : design thinking (未来ビジネス図解)

小山田那由他著

エムディエヌコーポ ３Ｆ図書閲覧室 336.2//O-25 2021/06/07

和書 002325405 テキスト入門会計学 第6版

大塚宗春 [ほか] 著

中央経済社/中央経済 ３Ｆ図書閲覧室 336.9//O-20 2021/06/09

和書 002325546 私立大学の財政分析ハンドブック

野中郁江著

大月書店 ３Ｆ図書閲覧室 377.11//N-15 2021/06/09

和書 002325306 デザインはどのように世界をつくるのか

スコット・バークン著/千葉敏生訳

フィルムアート社 ３Ｆ図書閲覧室 757//B-5 2021/06/07

和書 002325447 アナリティックマインド : スポーツ新時代を導くデータ分析の世界 (Toyokan books)

森本美行著

東洋館出版社 ３Ｆ図書閲覧室 780//M-15 2021/06/09
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和書 002325553 スポーツとフーコー : 権力、知、自己の変革

ピルッコ・マルクラ, リチャード・プリングル著/千葉直樹訳

晃洋書房 ３Ｆ図書閲覧室 780.13//M-1 2021/06/09

和書 002325181 クララとお日さま

カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳

早川書房 ３Ｆ図書閲覧室 933//I-19 2021/06/07
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