
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 002330843 レジリエントな日本経済へ : 強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速 (経済財政白書:令和3年版)

内閣府編

日経印刷/全国官報販 １Ｆ参考図書閲覧室 330.591//N-1 2021/10/20

和書 002330694 メジャー・リーグ球団史 : ナショナル&アメリカン・リーグ30球団の全歴史

出野哲也編著

言視舎 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 783.7//I-4 2021/10/20

和書 002330702 最大最小の物語 : 関数を通して自然の原理を理解する (ライブラリ数理科学のための数学とその展開:AN1)

岡本久著

サイエンス社 ２Ｆ図書閲覧室 413.1//O-11 2021/10/20

和書 002330710 数理科学のための複素関数論 (ライブラリ数理科学のための数学とその展開:F3)

畑政義著

サイエンス社 ２Ｆ図書閲覧室 413.52//H-1 2021/10/20

和書 002330728 平面幾何の基礎 : ユークリッド幾何と非ユークリッド幾何 (ライブラリ数理科学のための数学とその展開:F別巻1)

森脇淳著

サイエンス社 ２Ｆ図書閲覧室 414.12//M-15 2021/10/20

和書 002330793 Pythonコンピュータシミュレーション入門 : 人文・自然・社会科学の数理モデル

橋本洋志, 牧野浩二共著

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//H-1 2021/10/20

和書 002330785 Pythonでデータサイエンス : AI・機械学習のためのデータ前処理 実践編 (設計技術シリーズ)

北研二 [ほか] 著

科学情報出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//K-9 2021/10/20

和書 002330769 ITエンジニアのための機械学習理論入門 改訂新版

中井悦司著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//N-1 2021/10/20
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002330801 はじめてのAIリテラシー : 基礎テキスト

岡嶋裕史, 吉田雅裕共著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//O-11 2021/10/20

和書 002330777 イラストで学ぶ人工知能概論 改訂第2版

谷口忠大著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//T-1 2021/10/20

和書 002330751 教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入門)

北川源四郎, 竹村彰通編/内田誠一 [ほか] 著

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 007.609//K-9 2021/10/20

和書 002330744 データサイエンス入門 第2版 (データサイエンス大系)

竹村彰通, 姫野哲人, 高田聖治編/和泉志津恵 [ほか] 共著

学術図書出版社 ３Ｆ図書閲覧室 007.609//T-1 2021/10/20

和書 002330736 Python・クラウドを用いた実践AI開発

Noah Gift著/清水美樹, 大澤文孝訳

東京化学同人 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//G-9 2021/10/20

和書 002330637 文系が20年後も生き残るためにいますべきこと

岩崎日出俊著

イースト・プレス ３Ｆ図書閲覧室 159//I-23 2021/10/20

和書 002330827 政治学・行政学の基礎知識 改訂第4版

堀江湛, 加藤秀治郎編

一藝社 ３Ｆ図書閲覧室 311//H-15 2021/10/20

和書 002330835 特集 : 長期化するコロナ禍と「セーフティネット」の穴 (住民と自治 : 21世紀を地方自治の時代に:No.702)

自治体問題研究所編集

自治体研究社 ３Ｆ図書閲覧室 318//J-9 2021/10/20

2021 年 10 月 28 日 2 / 8 ページ



新着図書リスト
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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 002330819 コロナと地域経済 (コロナと自治体:4)

岡田知弘編著

自治体研究社 ３Ｆ図書閲覧室 318//O-11 2021/10/20

和書 002330686 戦争における「人殺し」の心理学 (ちくま学芸文庫:[ク-8-1])

デーヴ・グロスマン著/安原和見訳

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室 368.6//G-18 2021/10/20

和書 002330603 トットちゃんと訪ねた子どもたち : フォトエッセイ : 撮り続けて三十五年 (岩波ブックレット:No. 1053)

田沼武能著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 369.4//T-1 2021/10/18

和書 002330645 非認知能力 : 概念・測定と教育の可能性

小塩真司編著

北大路書房 ３Ｆ図書閲覧室 371.4//O-19 2021/10/20

和書 002330652 地獄 : 千葉県安房郡延命寺所蔵

白仁成昭, 中村真男, 貝原浩構成

風濤社 ３Ｆ図書閲覧室 726.5//S-8 2021/10/20

和書 002330678 私家版和語辞典 増補版

足立晋著

ファザーズコンサル ３Ｆ図書閲覧室 814//A-4 2021/10/20

和書 002330660 蜘蛛の糸 (日本の童話名作選)

芥川龍之介作/遠山繁年絵

偕成社 ３Ｆ図書閲覧室 913.8//A-11 2021/10/20

和書 002330892 愛知県の教職・一般教養過去問 2023年度版 (愛知県の教員採用試験過去問シリーズ:1)

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 2021/10/22
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002330900 愛知県の数学科過去問 2023年度版 (愛知県の教員採用試験過去問シリーズ:6)

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 2021/10/22

和書 002330934 愛知県の数学科参考書 2023年度版 (愛知県の教員採用試験参考書シリーズ:7)

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 2021/10/22

和書 002330926 岐阜県の数学科参考書 2023年度版 (岐阜県の教員採用試験参考書シリーズ:6)

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 2021/10/22

和書 002330918 名古屋市の数学科過去問 2023年度版 (名古屋市の教員採用試験過去問シリーズ:6)

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 2021/10/22

和書 002330942 名古屋市の数学科参考書 2023年度版 (名古屋市の教員採用試験参考書シリーズ:7)

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 2021/10/22

和書 002329589 最新現代社会 新訂版

淡路剛久 [ほか] 著

実教出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.314//A-23 2021/10/18

和書 002329597 政治・経済

間宮陽介 [ほか] 著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.314//M-1 2021/10/18

和書 002329605 世界史A

加藤晴康 [ほか] 著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.324//K-1 2021/10/18
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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 002329621 詳説日本史 : 日本史B 改訂版

笹山晴生 [ほか] 著

山川出版社 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.324//S-1 2021/10/18

和書 002329613 日本史A 改訂版

高村直助, 高埜利彦 [ほか] 著

山川出版社 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.324//T-1 2021/10/18

和書 002329639 科学と人間生活 : くらしの中のサイエンス

河本敏郎 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.42//K-15 2021/10/18

和書 002329654 物理 改訂版

國友正和 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.424//K-21 2021/10/18

和書 002329647 物理基礎 改訂版

國友正和 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.424//K-21 2021/10/18

和書 002329662 新物理基礎 : 高等学校 改訂

田村剛三郎 [ほか] 著

第一学習社 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.424//T-1 2021/10/18

和書 002329688 化学 改訂版

辰巳敬 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.434//T-1 2021/10/18

和書 002329670 化学基礎 改訂版

辰巳敬 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.434//T-1 2021/10/18
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新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

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 002329696 新編化学基礎 改訂版

辰巳敬 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.434//T-1 2021/10/18

和書 002329720 新編生物基礎 改訂版

嶋田正和 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.464//S-8 2021/10/18

和書 002329712 生物 改訂版

嶋田正和 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.464//S-8 2021/10/18

和書 002329704 生物基礎 改訂版

嶋田正和 [ほか] 著

数研出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.464//S-8 2021/10/18

和書 002329738 家庭基礎 : 自立・共生・創造

牧野カツコ [ほか] 著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.5//M-1 2021/10/18

和書 002329746 古典B 改訂版 古文編

井島正博 [ほか] 著

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//I-10 2021/10/18

和書 002329753 古典B 改訂版 漢文編

井島正博 [ほか] 著

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//I-10 2021/10/18

和書 002329779 現代文A 改訂版

北原保雄代表著作

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//K-9 2021/10/18
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新着図書リスト
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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 002329761 新編国語総合 改訂版

北原保雄代表著作

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//K-9 2021/10/18

和書 002329787 精選古典B 改訂版

北原保雄代表著作

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//K-9 2021/10/18

和書 002329803 高等学校国語総合 改訂版 現代文編

中洌正堯 [ほか] 著

三省堂 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//N-1 2021/10/18

和書 002329811 高等学校国語総合 改訂版 古典編

中洌正堯 [ほか] 著

三省堂 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//N-1 2021/10/18

和書 002329795 精選現代文B 改訂版

中洌正堯 [ほか] 著

三省堂 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.84//N-1 2021/10/18

和書 002330066 New one world : expressions I Rev. ed

伊東治己 [ほか] 著

教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.894//I-20 2021/10/18

和書 002330074 New one world : expressions II Rev. ed

伊東治己 [ほか] 著

教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.894//I-20 2021/10/18

和書 002330082 All aboard! : English communication I

清田洋一 [ほか] 著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.894//K-9 2021/10/18
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002330090 All aboard! : English communication II

清田洋一 [ほか] 著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.894//K-9 2021/10/18

和書 002330108 All aboard! : English communication III

清田洋一 [ほか] 著

東京書籍 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375.894//K-9 2021/10/18

洋書 002330876 Green buildings pay : design, productivity and ecology 3rd ed : hbk

Brian W. Edwards and Emanuele Naboni

Routledge ３Ｆ書庫 525//E-4 2021/10/22

洋書 002330850 Sustainable construction : green building design and delivery 4th ed

Charles J. Kibert

John Wiley & Sons ３Ｆ書庫 525//K-9 2021/10/20

洋書 002330884 Vernacular architecture and regional design : cultural process and environmental response : hbk

Kingston Wm. Heath

Routledge ３Ｆ書庫 527//H-5 2021/10/22

洋書 002330868 Physics of semiconductor devices 4th ed

S.M. Sze, Yiming Li, Kwok K. Ng

Wiley ３Ｆ書庫 549.8//S-26 2021/10/22
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