
書名 資料ID 請求記号 選書部局

AIの教科書 : ビジネスの構築から最新技術までを網羅 : AI時代に必

須の知識と技術を学べるテキスト
112001804 007.13||I48 教育文化

AIの教科書 : ビジネスの構築から最新技術までを網羅 : AI時代に必

須の知識と技術を学べるテキスト
112001805 007.13||I48 教育文化

よくわかるScratch3.0ではじめるプログラミング 112001989 007.64||Z||F67 教育文化

親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑 Scratch 3.0 対応

版 (まなびのずかん)
112001792 007.64||Z||Ma88 教育文化

現場ですぐに使える!Scratch逆引き大全300の極意 : Scratch 

2.0/3.0対応 : 300 Tips to use Scratch 3.0 better!
112001793 007.64||Z||P94 教育文化

これからはじめるプログラミング基礎の基礎 改訂3版 (プログラマー

[確実]養成講座)
112001794 007.64||Z||Ta87 教育文化

暴力をめぐる哲学 112001637 104||I27 教育文化

贈与の系譜学 (講談社選書メチエ:726) 112001584 104||Y96 教育文化

遊ぶヴィゴツキー : 生成の心理学へ 112001590 140.1||H83 教育文化

革命のヴィゴツキー : もうひとつの「発達の最近接領域」理論 112001589 140.2||N68 教育文化

ヴィゴツキー評伝 : その生涯と創造の軌跡 (明石ライブラリー:165) 112001581 140.238||H72 教育文化

ワーキングメモリ : 思考と行為の心理学的基盤 112001980 141.34||B14 教育文化

注意の生涯発達心理学 : 研究テーマ別 112001578 141.4||Sa37 教育文化

食べることの心理学 : 食べる, 食べない, 好き, 嫌い (有斐閣選

書:[1664])
112002315 141.74||I41 教育文化

発達心理学 : 心の謎を探る旅 112001639 143||H36 教育文化

臨床心理アセスメントハンドブック 三訂 112001820 146.3||Mu43 教育文化

心理援助の専門職として働くために : 臨床心理士・カウンセラー・

PSWの実践テキスト (臨床心理学レクチャー)
112001819 146.89||C88 教育文化

心理職・援助職のための法と臨床 : 家族・学校・職場を支える基礎

知識
112001636 146.89||H71 教育文化

福祉心理学 : 福祉分野での心理職の役割 (公認心理師の基本を学ぶテ

キスト:17)
112001638 146.89||Ka91||v.17 教育文化

教育勅語を読んだことのないあなたへ : なぜ何度も話題になるのか 112001587 155||Sa85 教育文化

聖地への信仰 : 地理学からのアプローチ 112002121 163.1||Ka93 教育文化

図説十字軍 (ふくろうの本) 112001625 230.45||Sa47 教育文化

宗教改革とその時代 (世界史リブレット:27) 112001627 230.52||Ko38 教育文化

イギリス史 上 (Yamakawa selection) 112001569 233||Ka94||v.1 教育文化

イギリス史 下 (Yamakawa selection) 112002103 233||Ka94||v.2 教育文化

20世紀 : 1901年-1951年 (オックスフォードブリテン諸島の歴史:

第10巻)
112001570 233||O53||v.10 教育文化

シモーヌ・ヴェーユ回想録 : 20世紀フランス、欧州と運命をともに

した女性政治家の半生
112001598 289.3||V55 教育文化

目からウロコのなるほど地理講義 系統地理編 112001617 290||Mi75 教育文化

限りなく完璧に近い人々 : なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか? 112002191 302.389||B66 教育文化

アフター・ヨーロッパ : ポピュリズムという妖怪にどう向きあうか 112002004 312.3||Kr1 教育文化

死か洗礼か : 異端審問時代におけるスペイン・ポルトガルからのユ

ダヤ人追放 (マラーノ文学・歴史叢書:2)
112002205 316.88||H53 教育文化

行政学 新版 112001801 317.1||Ma12 教育文化

法学の誕生 : 近代日本にとって「法」とは何であったか 112001605 321.21||U14 教育文化

法と心理学への招待 112001606 321.4||Sa85 教育文化

トピックからはじめる統治制度 : 憲法を考える 第2版 112001615 323.14||Sa71 教育文化

立憲主義と日本国憲法 第5版 112001802 323.14||Ta33 教育文化

基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ 第6版 (有斐閣選書:[185]) 112001614 323.143||Mu33 教育文化

武器としての「資本論」 112001809 331.6||Si9 教育文化

島嶼学 : Nissology 112001619 332.9||Ka24 教育文化

新自由主義 : その歴史的展開と現在 112002007 332||H34 教育文化

先進事例で学ぶ地域経済論×中小企業論 112001799 335.35||N25 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選書部局

3000年の叡智を学べる戦略図鑑 112001795 336.1||Su96 教育文化

文系のためのデータサイエンスがわかる本 112002124 336.17||Ta33 教育文化

文系のためのデータサイエンスがわかる本 112002125 336.17||Ta33 教育文化

マンガでやさしくわかる学習する組織 : learning organization 112001790 336.3||O17 教育文化

ビジネスフレームワーク図鑑 : すぐ使える問題解決・アイデア発想

ツール70
112001821 336||A47 教育文化

わかる!できる!図解問題解決の技法 改訂改題 112001592 336||Ta33 教育文化

ヒトはなぜ協力するのか 112002109 361.4||To49 教育文化

7つの階級 : 英国階級調査報告 112001631 361.8||Ma31 教育文化

社会システム : 或る普遍的理論の要綱 (グルントリス) 上 112001807 361||L96||v.1 教育文化

労働 (若者の現在) 112001585 366.021||H84 教育文化

スタンフォード式人生デザイン講座 (ハヤカワ文庫:8425. ハヤカワ

文庫NF:NF546)
112001822 366.29||B93 教育文化

働き方の哲学 : 360度の視点で仕事を考える 112002136 366||H42 教育文化

戦う姫、働く少女 (POSSE叢書:003) 112001935 367.1||Ko76 教育文化

親と子 : 交錯するライフコース (シリーズ家族はいま…:2) 112001597 367.3||Ka99||v.2 教育文化

「ヤンチャな子ら」のエスノグラフィー : ヤンキーの生活世界を描

き出す
112001991 367.68||C46 教育文化

LGBTヒストリーブック : 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い 112001937 367.9||P76 教育文化

援助を深める事例研究の方法 : 対人援助のためのケースカンファレ

ンス 第2版 (Minerva福祉ライブラリー:32)
112002134 369.16||I94 教育文化

ダウン症をめぐる政治 : 誰もが排除されない社会へ向けて 112001582 369.27||Sm5 教育文化

ボランティアとファシズム : 自発性と社会貢献の近現代史 112001784 369.7||I32 教育文化

これからの社会をつくる学習者たち (まんがで知る未来への学

び:[1])
112001988 370.4||Ma26 教育文化

「知識基盤社会」論批判 : 学力・教育の未来像 112002114 370.4||Sa67 教育文化

災禍に向きあう教育 : 悲しみのなかで人は成熟する 112002113 370.4||Sa85 教育文化

科学的な教育研究をデザインする : 証拠に基づく政策立案(EBPM)に

向けて
112001791 370.7||Sh13 教育文化

暴走する能力主義 : 教育と現代社会の病理 (ちくま新書:1337) 112001596 371.3||N37 教育文化

教育問題の「常識」を問い直す : いじめ・不登校から家族・学歴ま

で 第2版
112002192 371.3||Su14 教育文化

教育認知心理学の展望 112001576 371.4||Ko97 教育文化

ワーキングメモリと学習指導 (教師のための実践ガイド) 112001577 371.41||G26 教育文化

ワーキングメモリと教育 112001981 371.41||Y99 教育文化

スクールソーシャルワークハンドブック : 実践・政策・研究 112002447 371.43||Ma65 教育文化

システムズアプローチによるスクールカウンセリング : システム論

からみた学校臨床 第2版
112002135 371.43||Y89 教育文化

戦後日本と道徳教育 : 教科化・教育勅語・愛国心 112001789 371.6||Ka21 教育文化

パフォーマンス評価入門 : 「真正の評価」論からの提案 112001575 371.7||H33 教育文化

項目反応理論 第2版 入門編 (統計ライブラリー) 112002106 371.7||To83 教育文化

項目反応理論 中級編 (統計ライブラリー) 112002107 371.7||To83 教育文化

アメリカ多文化教育の再構築 : 文化多元主義から多文化主義へ 112002314 372.53||Ma85 教育文化

多文化教育の国際比較 : エスニシティへの教育の対応 112002520 372||E34 教育文化

国家と教育 : 愛と怒りの人格形成 112001588 373.1||N34 教育文化

学力格差に向き合う学校 : 経年調査からみえてきた学力変化とその

要因 (シリーズ・学力格差:3:学校編)
112001987 373.1||Sh49||v.3 教育文化

世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格差是正の

取り組み (シリーズ・学力格差:4:国際編)
112001985 373.1||Sh49||v.4 教育文化

隠れ教育費 : 公立小中学校でかかるお金を徹底検証 112001586 373.4||Y53 教育文化

支援スタッフで学校は変わるのか : 教員との協働に関する実態調査

から
112001929 374.3||H56 教育文化

これからの学校教育を担うために (まんがで知る教師の学び:[1]) 112001986 374.3||Ma26||v.1 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選書部局

学校保健の動向 令和元年度版 152000448 374.9||N71||2019 教育文化

学校保健 (よくわかる!教職エクササイズ:8) 112002115 374.9||Y53 教育文化

教育の効果 : メタ分析による学力に影響を与える要因の効果の可視

化
112001579 375.1||H43 教育文化

授業のユニバーサルデザインと主体的・対話的で深い学び/通常学級

におけるアセスメントと対応力 (授業のユニバーサルデザイン : 教科

教育に特別支援教育の視点を取り入れる:Vol.10)

112002108 375.1||Ka88||v.10 教育文化

「深い学び」を目指す授業UD/学びの過程における困難さへの対応 

(授業のユニバーサルデザイン : 教科教育に特別支援教育の視点を取

り入れる:Vol.11)

112002110 375.1||Ka88||v.11 教育文化

授業のユニバーサルデザインとアクティブ・ラーニング/学級経営の

ユニバーサルデザイン (授業のユニバーサルデザイン : 教科教育に特

別支援教育の視点を取り入れる:Vol.9)

112002111 375.1||Ka88||v.9 教育文化

リフレクション入門 : The book of reflection 112001928 375.1||Ma43 教育文化

教科とその本質 : 各教科は何を目指し、どのように構成するのか 112001574 375.1||N71 教育文化

教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価 : 「見方・考え

方」をどう育てるか
112001926 375.1||N86 教育文化

PISA調査の解剖 : 能力評価・調査のモデル 112001788 375.17||H89 教育文化

部活動学 : 子どもが主体のよりよいクラブをつくる24の視点 112001785 375.18||Ka39 教育文化

運動部活動の理論と実践 112001567 375.18||To62 教育文化

「公共」の授業を創る : 高校社会 112001971 375.314||H38 教育文化

日韓共同の歴史教育 : 21世紀をきりひらく授業実践交流の軌跡 112001560 375.32||N73 教育文化

歴史教育「再」入門 : 歴史総合・日本史探究・世界史探究への"挑戦

"
112002100 375.324||Ma27 教育文化

調べ・考え・歩く日韓交流の歴史 : 日韓歴史共通教材 112001778 375.324||R25 教育文化

深い学びを支える算数教科書の数学的背景 112002104 375.412||Sa25 教育文化

数学的活動の再考 (新教育21シリーズ. 中学校数学の授業デザイ

ン:1)
112001572 375.413||I32 教育文化

なぜ、理科を教えるのか 改訂版 (Books教育の泉:16. 理科教育がわ

かる教科書)
112002105 375.42||Ka14 教育文化

探究する資質・能力を育む理科教育 112002230 375.42||Ko12 教育文化

ボール運動の運動感覚指導 112001974 375.49||Mi24 教育文化

小学校体育指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを71

本収録!
112001783 375.492||Ki46 教育文化

生活と文化をつなぐ「郷土の音楽」の教材開発と実践 112001561 375.76||Ko39 教育文化

授業をもっとアクティブに!小学校音楽「常時活動」のアイデア100 

(音楽科授業サポートBOOKS)
112001780 375.762||I93 教育文化

「音楽」のユニバーサルデザイン : 授業づくりをチェンジする15の

ポイント (音楽科授業サポートBOOKS)
112001562 375.762||Ma66 教育文化

国語教育指導用語辞典 第5版 112001779 375.8||Ta26 教育文化

国語科重要用語事典 112001972 375.8||Ta29 教育文化

中学校・高等学校国語科教育研究 (新たな時代の学びを創る) 112002102 375.8||Z3 教育文化

小学校国語科教育研究 (新たな時代の学びを創る) 112002101 375.82||Z3 教育文化

若林俊輔先生著作集 1 112001232 375.893||W17||v.1 教育文化

若林俊輔先生著作集 2 112001233 375.893||W17||v.2 教育文化

小学校教師の専門性育成 112001970 375||Te25 教育文化

多文化共生社会の保育者 : ぶつかってもだいじょうぶ 112001990 376.1||G63 教育文化

学び手はいかにアイデンティティを構築していくか : 保幼小におけ

るアセスメント実践「学びの物語」
112001593 376.11||C22 教育文化

保育の場で子どもの学びをアセスメントする : 「学びの物語」アプ

ローチの理論と実践
112001594 376.11||C22 教育文化

幼児教育のエスノグラフィ : 日本文化・社会のなかで育ちゆく子ど

もたち
112001992 376.121||H48 教育文化

小中一貫教育をデザインする : カリキュラム・マネジメント52の疑

問
112002116 376.2||F56 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選書部局

小中一貫教育をデザインする : カリキュラム・マネジメント52の疑

問
112002117 376.2||F56 教育文化

特別支援学校学習指導要領等を踏まえた病気の子どものための教育

必携
112002112 378.4||Z3 教育文化

将来の「働く生活」を実現する教育 : キャリア教育に基づく支援内

容・方法の検討
112001580 378.6||E35 教育文化

知的障害・発達障害児における実行機能に関する脳科学的研究 : プ

ランニング・注意の抑制機能・シフティング・ワーキングメモリ・

展望記憶

112001983 378.6||H38 教育文化

発達障害の心理学 : 特別支援教育を支えるエビデンス 112001982 378.8||Ki61 教育文化

特別支援教育の到達点と可能性 : 2001〜2016年:学術研究からの論

考
112002215 378||Ts39 教育文化

生涯学習・社会教育行政必携 令和2年版 112001591 379||Mo31||2020 教育文化

1日1ページ数学の教養365 112001786 410.4||P59 教育文化

批判的数学教育の哲学 : 数学教育学の新しい地平 112001573 410.7||Sk 教育文化

文系でもわかる統計分析 新版 (朝日おとなの学びなおし!) 112001595 417||Su14 教育文化

図説探検地図の歴史 : 大航海時代から極地探検まで (ちくま学芸文

庫:[ス22-1])
112001635 448.9||Sk 教育文化

ホモ・サピエンスの誕生 (市民の考古学:3) 112001630 469.2||Ka93 教育文化

筋力発揮の脳・神経科学 : その基礎から臨床まで (ヒトの動きの神経

科学シリーズ:3)
112001976 491.37||O89||v.3 教育文化

運動学習の脳・神経科学 : その基礎から臨床まで (ヒトの動きの神経

科学シリーズ:4)
112001975 491.37||O89||v.4 教育文化

脳波解析入門 : EEGLABとSPMを使いこなす 112001787 492.16||H64 教育文化

わたしで最後にして : ナチスの障害者虐殺と優生思想 112001583 498.2||F57 教育文化

応用栄養学 第6版 (栄養科学シリーズNEXT) 112001611 498.55||Ki13 教育文化

新・栄養学総論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT) 112001609 498.55||To62 教育文化

感染症社会 : アフターコロナの生政治 112001810 498.6||Mi31 教育文化

コンピュテーショナル・ファブリケーション : 「折る」「詰む」の

デザインとサイエンス
112001781 501.83||Ta84 教育文化

環境ガバナンス論 112001930 519.04||Ma88 教育文化

コトラーのソーシャル・マーケティング : 地球環境を守るために 112001607 519||Ko93 教育文化

ビフォーザバウハウス : 帝政期ドイツにおける建築と政治1890-

1920
112001564 523.34||Ma19 教育文化

建築断熱リノベーション : 現場写真×矩計図でわかる! 112002204 527||Ka25 教育文化

本音のエコハウス 112001608 527||Ka31 教育文化

ホントは安いエコハウス 112002122 527||Ma85 教育文化

食品加工・保蔵学 (栄養科学シリーズNEXT. 食べ物と健康, 食品と衛

生)
112001610 588||E14 教育文化

飲食朝鮮 : 帝国の中の「食」経済史 112001633 611.3||R45 教育文化

日本の農山村を識る : 市川健夫と現代の地理学 112001604 611.92||I59 教育文化

近代日本漁民の朝鮮出漁 : 朝鮮南部の漁業根拠地長承浦・羅老島・

方魚津を中心に
112002008 662.1||Ka39 教育文化

小売業起点のまちづくり 112001993 673.7||I74 教育文化

小が大を超えるマーケティングの法則 112001602 673.7||I96 教育文化

グッズ製作ガイドBOOK : 納期・単価・最小ロットもすべてわかる! 

ver. 2
112002120 674.3||G95 教育文化

グッズ製作ガイドBOOK 112002326 674.3||G95 教育文化

グッズ制作のアイデア事典 : オリジナルにもノベルティにも役立つ

厳選162
112001800 674.3||Su83 教育文化

千客万来!地域・施設に人を集めるコピーとグラフィックス 112001603 674.7||P15 教育文化

新・メディアの教科書2020 : マーケティング・コミュニケーション

に携わる人のための (宣伝会議:2020年5月号別冊)
112002311 674||Se59 教育文化

僕らはSNSでモノを買う : SNSマーケティングの「新法則」 112002119 675||I27 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選書部局

ゼロから始める!ウェブマーケティングの優しい教科書 112002309 675||Mo45 教育文化

自由すぎる公式SNS「中の人」が明かす企業ファンのつくり方 112001797 675||N73 教育文化

Webマーケティングの正解 : ほんの少しのコストで成功をつかむ

ルールとテクニック
112001798 675||N81 教育文化

会社のSNS担当になったらはじめに読む本 112001796 675||O15 教育文化

最新Webマーケティング : 解説と事例でわかるITの今 2020 (Web 

designing books)
112001995 675||O36||2020 教育文化

ブランディングが9割 : なぜか小さい会社でも勝てる不思議なカラク

リ
112001996 675||O86 教育文化

ジオツーリズム論 : 大地の遺産を訪ねる新しい観光 112001616 689.4||Y79 教育文化

スポーツツーリズム入門 112002203 689||H55 教育文化

ツーリズムの地理学 : 観光から考える地域の魅力 112001808 689||Ki24 教育文化

ヴェネツィアのパトロネージ : ベッリーニ、ティツィアーノの絵画

とフランチェスコ修道会
112001634 702.37||G56 教育文化

基礎自治体の文化政策 : まちにアートが必要なわけ (文化とまちづく

り叢書)
112001612 709.1||F64 教育文化

ルネサンス・ヴェネツィア絵画 112002133 723.37||H98 教育文化

グリッドシステム : グラフィックデザインのために : グラフィック

デザイナー、タイポグラファ、展示デザイナーのための手引き
112002190 727||Mu29 教育文化

はじめてのフォルマシオン・ミュジカル : 音楽力を育てる新しいソ

ルフェージュ
112001563 761||Ta28 教育文化

中国古代の楽制と国家 : 日本雅楽の源流 112002132 762.22||W46 教育文化

小学校教諭のための歌唱共通教材ピアノ伴奏集 : 選べる3ステップ : 

映像で弾き方が確認できる
112001973 767.7||O91 教育文化

映像で学ぶ舞踊学 : 多様な民族と文化・社会・教育から考える 112001566 769||Y96 教育文化

インプロ・ゲーム : 身体表現の即興ワークショップ 112001984 771.7||Ki47 教育文化

即興術 : シアターゲームによる俳優トレーニング 112001927 771.7||Sp6 教育文化

スポーツ・運動・パフォーマンスの心理学 (はじめて学ぶ健康・ス

ポーツ科学シリーズ:12)
112001782 780.14||Ta43 教育文化

最大酸素摂取量の科学 改訂 112002519 780.193||Y26 教育文化

スポーツマーケティング入門 (Sports perspective series:6) 112002201 780.9||A24 教育文化

スポーツ産業論 (Sports perspective series:3) 112002202 780.9||A24 教育文化

アメリカのスポーツ現場に学ぶマーケティング戦略 : ファン・チー

ム・行政が生み出すスポーツ文化とビジネス
112002118 780.9||Ka94 教育文化

スポーツビジネスを知るための基礎知識 112001994 780.9||U82 教育文化

スポーツ団体のマネジメント入門 : 透明性のあるスポーツ団体を目

指して (スポーツの未来を考える:1)
112001599 780||E94||v.1 教育文化

最新スポーツビジネスの基礎 : スポーツ産業の健全な発展を目指し

て (スポーツの未来を考える:2)
112001962 780||E94||v.2 教育文化

スポーツの可能性とインテグリティ : 高潔なスポーツによる豊かな

社会を目指して (スポーツの未来を考える:3)
112001600 780||E94||v.3 教育文化

陸上競技のコーチング学 112001568 782||N71 教育文化

サッカーのある風景 : 場と開発、人と移動の社会学 112002200 783.47||O68 教育文化

球技のコーチング学 112001565 783||N71 教育文化

中世ヨーロッパの武術 [正] 112001624 789||O72 教育文化

Trust the text : language, corpus and discourse : hbk 112002369 801.4||Si8 教育文化

Corpus linguistics for world Englishes : a guide for research : 

hbk (Routledge corpus linguistics guides)
112002275 830.7||L25 教育文化

日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよ

くわかる発音の教科書
112001978 831.1||Sh94 教育文化

日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの聞き方がいちばんよ

くわかるリスニングの教科書
112001979 831.1||Sh94 教育文化

メディアで学ぶ日本と世界 2020 112001977 837.5||W17||2020 教育文化

Zur Orientierung : Basiswissen Deutschland 7. Aufl 112001548 840.7||G14 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選書部局

45 Stunden Deutschland : Orientierungskurs : Politik, 

Geschichte, Kulture : Kursmaterial mit Audio-CD 1. Aufl
112002312 840.7||Ki29 教育文化

ドイツ語のこころ 112002313 845||O35 教育文化

風の声 112002009 913.6||Ki41 教育文化

イギリス文学と映画 112001632 930.2||Ma81 教育文化

股倉からみる「ハムレット」 : シェイクスピアと日本人 (学術選

書:092)
112001571 932.5||A92 教育文化

ドイツ文学の短い歴史 112002003 940.2||Sc4 教育文化

囚われの女 1 (岩波文庫:赤N(37)-511-10, 赤N(37)-511-11. 失わ

れた時を求めて:10-11)
112001814 953.7||P94||v.10 教育文化

囚われの女 2 (岩波文庫:赤N(37)-511-10, 赤N(37)-511-11. 失わ

れた時を求めて:10-11)
112001815 953.7||P94||v.11 教育文化

消え去ったアルベルチーヌ (岩波文庫:赤N(37)-511-12. 失われた時

を求めて:12)
112001816 953.7||P94||v.12 教育文化

見出された時 1 (岩波文庫:赤N(37)-511-13,14. 失われた時を求め

て:13-14)
112001817 953.7||P94||v.13 教育文化

見出された時 2 (岩波文庫:赤N(37)-511-13,14. 失われた時を求め

て:13-14)
112001818 953.7||P94||v.14 教育文化

ソドムとゴモラ 1 (岩波文庫:赤N(37)-511-8,9. 失われた時を求め

て:8-9)
112001812 953.7||P94||v.8 教育文化

ソドムとゴモラ 2 (岩波文庫:赤N(37)-511-8,9. 失われた時を求め

て:8-9)
112001813 953.7||P94||v.9 教育文化

素数たちの孤独 (ハヤカワepi文庫:74) 112001622 973||G47 教育文化

兵士たちの肉体 112002306 973||G47 教育文化

ブリトン人の歴史 : 中世ラテン年代記 112001626 992.3||N64 教育文化

Baroque dance (The piano) 112001390 DVD||486 教育文化

授業改善8つのアクション : 学び合えるチームが最高の授業をつく

る! スマホ・読上 : electronic bk
152000363 電子ブック 教育文化

世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格差是正の

取り組み : electronic bk (シリーズ・学力格差 4〈国際編〉)
152000479 電子ブック 教育文化

世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格差是正の

取り組み : electronic bk (シリーズ・学力格差 4〈国際編〉)
152000480 電子ブック 教育文化

学力格差に向き合う学校 : 経年調査からみえてきた学力変化とその

要因 : electronic bk (シリーズ・学力格差 3〈学校編〉)
152000481 電子ブック 教育文化

学力格差に向き合う学校 : 経年調査からみえてきた学力変化とその

要因 : electronic bk (シリーズ・学力格差 3〈学校編〉)
152000482 電子ブック 教育文化

ビジネスフレームワーク図鑑 : すぐ使える問題解決・アイデア発想

ツール70 : electronic bk
152000504 電子ブック 教育文化

小学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版 算数 : electronic 

bk
152000529 電子ブック 教育文化

武器としての「資本論」 : electronic bk 152000537 電子ブック 教育文化

社会システム : 或る普遍的理論の要綱 (グルントリス) 上 : 

electronic bk
152000542 電子ブック 教育文化

心理職・援助職のための法と臨床 : 家族・学校・職場を支える基礎

知識 初版
152000589 電子ブック 教育文化

トピックからはじめる統治制度 : 憲法を考える 第2版 152000590 電子ブック 教育文化

基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ 第6版 (有斐閣選書 ;:185) 152000591 電子ブック 教育文化

明治維新 (日本近世の歴史 ;:6) 152000594 電子ブック 教育文化

行政学 新版 152000598 電子ブック 教育文化

民法判例集. 債権各論 第4版 152000599 電子ブック 教育文化

7つの階級 : 英国階級調査報告 : electronic bk 152000554 電子ブック 教育文化

デートDV予防学 : シングル単位思考法でわかる : electronic bk 152000357 電子ブック 教養基礎・医学

経済学を知らずに医療ができるか!? : 医療従事者のための医療経済

学入門 : electronic bk
152000375 電子ブック 教養基礎・医学

教育・福祉関係者のための児童虐待と障害者虐待 基礎編 112002185 369.4||Sh35 教養基礎・医学



書名 資料ID 請求記号 選書部局

子ども虐待対応における保護者との協働関係の構築 : 家族と支援者

へのインタビューから学ぶ実践モデル
112001743 369.4||Su96 教養基礎・医学

暴力を受けていい人はひとりもいない : CAP(子どもへの暴力防止)

とデートDV予防ワークショップで出会った子どもたちが教えてくれ

たこと

112001744 371.42||A12 教養基礎・医学

医者をめざす君へ : 心臓に障害をもつ中学生からのメッセージ 112002186 490.145||Y19 教養基礎・医学

Medicine : 医学を変えた70の発見 112001910 490.2||B98 教養基礎・医学

世界の心臓学を拓いた田原淳の生涯 112002184 490.2||Ta97 教養基礎・医学

外科学の原典への招待 112001742 494||Ko45 教養基礎・医学

ヘルスリテラシー : 健康教育の新しいキーワード 112001745 498.07||F74 教養基礎・医学

地域医療構想のデータをどう活用するか 112002085 498.13||Ma74 教養基礎・医学

医者になる人に知っておいてほしいこと (PHP新書:800) 112002318 498.14||W46 教養基礎・医学

基礎から学ぶ楽しい疫学 第4版 112002187 498.6||N37 教養基礎・医学

保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門 112002189 498||I76 教養基礎・医学

健康格差社会への処方箋 112002188 498||Ko73 教養基礎・医学

ヒポクラテスの誓い (祥伝社文庫:[な21-1]) 112001909 913.6||N45||v.1 教養基礎・医学

「内発的発展」とは何か : 新しい学問に向けて 新版 112002161 002||Ka94 教養基礎・教育

仕事としての学問/仕事としての政治 (講談社学術文庫:[2500]) 112001680 002||W51 教養基礎・教育

大人につきあう子どもたち : 子育てへの文化歴史的アプローチ (越境

する認知科学:4)
112002030 007.1||I89 教養基礎・教育

新・情報学入門 : ビッグデータ時代に必須の技法 (MITエッセンシャ

ル・ナレッジ・シリーズ)
112002011 007||B82 教養基礎・教育

分析哲学講義 (ちくま新書:944) 112001707 116.3||A58 教養基礎・教育

プラグマティズム入門 (ちくま新書:1165) 112001706 133.9||I89 教養基礎・教育

これが現象学だ (講談社現代新書:1635) 112001705 134.9||Ta87 教養基礎・教育

こころの処方箋 112001717 140.4||Ka93 教養基礎・教育

いまさら聞けない疑問に答える心理学研究法のキホンQ&A100 112002056 140.7||Sa53 教養基礎・教育

世界の心理学50の名著 (Liberal arts college) 112002176 140||B96 教養基礎・教育

伊達政宗の素顔 : 筆まめ戦国大名の生涯 (読みなおす日本史) 112001853 210.48||Sa85 教養基礎・教育

皇帝政治と中国 (白帝社アジア史選書:001) 112002050 222.01||U66 教養基礎・教育

中世西欧文明 112001716 230.4||L46 教養基礎・教育

中世とは何か 112002175 230.4||L52 教養基礎・教育

啓蒙の世紀と文明観 (世界史リブレット:88) 112001710 230.53||Y96 教養基礎・教育

ブルボン朝 (講談社現代新書:2526. フランス王朝史:3) 112001708 235.05||Sa85 教養基礎・教育

ヴァロワ朝 (講談社現代新書:2281. フランス王朝史:2) 112001709 235.05||Sa85 教養基礎・教育

フランス革命の政治文化 (ちくま学芸文庫:[ハ54-1]) 112001715 235.06||H98 教養基礎・教育

上杉鷹山と米沢 (人をあるく) 112001690 289.1||U47 教養基礎・教育

秋田ふるさと検定 : 公式テキスト 2020年版 152000465 291.24||A37||2020 教養基礎・教育

サル化する世界 112001664 304||U14 教養基礎・教育

ハンナ・アーレント : 屹立する思考の全貌 (ちくま新書:1416) 112001691 311.234||Mo71 教養基礎・教育

政治改革再考 : 変貌を遂げた国家の軌跡 (新潮選書) 112001679 312.1||Ma16 教養基礎・教育

北欧の幸せな社会のつくり方 : 10代からの政治と選挙 112001665 312.38||A14 教養基礎・教育

新しい地政学 112001845 312.9||Ki72 教養基礎・教育

アメリカ高齢者法 (アメリカ法ベーシックス:12) 112001844 322.953||H56 教養基礎・教育

憲法講話 : 24の入門講義 112001849 323.14||H35 教養基礎・教育

教職のための憲法 (アクティベート教育学:15) 112002214 323.14||Sa25 教養基礎・教育

家庭裁判所物語 112002033 327.12||Ki88 教養基礎・教育

絶望を希望に変える経済学 : 社会の重大問題をどう解決するか 112001832 331.04||B18 教養基礎・教育

人口半減社会と戦う : 小樽からの挑戦 112002158 334.3||O84 教養基礎・教育

シルバー民主主義の政治経済学 : 世代間対立克服への戦略 112001670 342.1||Sh43 教養基礎・教育

若者は、日本を脱出するしかないのか 112001672 342.1||Sh43 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選書部局

世界の悲惨 1 (Bourdieu library) 112001851 361.235||B65||v.1 教養基礎・教育

アメリカ的、イギリス的 (河出ブックス:071) 112001713 361.42||E11 教養基礎・教育

親密圏と公共圏の再編成 : アジア近代からの問い (変容する親密圏/

公共圏:1)
112001939 361.6||O15 教養基礎・教育

「英国紳士」の生態学 : ことばから暮らしまで (講談社学術文

庫:[2601])
112001712 361.8||A62 教養基礎・教育

年金「最終警告」 (講談社現代新書:2544) 112001671 364.6||Sh43 教養基礎・教育

舌を抜かれる女たち 112001714 367.2||B31 教養基礎・教育

家族問題 : 危機と存続 (シリーズ家族はいま…:4) 112001669 367.3||Ka99||v.4 教養基礎・教育

育てることの困難 (心の危機と臨床の知:8) 112002206 367.3||Ta35 教養基礎・教育

子ども虐待 (講談社現代新書:2076) 112001662 369.4||N87 教養基礎・教育

ケアの始まる場所 : 哲学・倫理学・社会学・教育学からの11章 112001668 369||Ka44 教養基礎・教育

ケアの社会学 : 当事者主権の福祉社会へ 112002518 369||U45 教養基礎・教育

科学的に考える子育て : エビデンスに基づく10の真実 112001879 370.4||W35 教養基礎・教育

なぜヒトは学ぶのか : 教育を生物学的に考える (講談社現代新

書:2492)
112001655 371.4||A47 教養基礎・教育

教育依存社会アメリカ : 学校改革の大義と現実 112002029 372.53||L11 教養基礎・教育

教育費の政治経済学 112002156 373.4||Su19 教養基礎・教育

「ボクにもできる」がやる気を引き出す : 学ぶ意欲を捉え, 伸ばすた

めの処方箋
112002149 375.1||Su96 教養基礎・教育

生徒指導・進路指導 : 理論と方法 第2版 (教師のための教育学シリー

ズ:10)
112001938 375.2||H48 教養基礎・教育

パラグラフ・ライティング指導入門 : 中高での効果的なライティン

グ指導のために (英語教育21世紀叢書:017)
112002144 375.893||O31 教養基礎・教育

赤ちゃんの心はどのように育つのか : 社会性とことばの発達を科学

する
112001719 376.11||I41 教養基礎・教育

保育的発達論のはじまり : 個人を尊重しつつ、「つながり」を育む

いとなみへ
112001661 376.11||Ka98 教養基礎・教育

子どもの思いにこころをよせて : 〇、一、二歳児の発達 (保育と子育

て21)
112001666 376.11||N83 教養基礎・教育

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
112001875 376.333||B71 教養基礎・教育

ネットの高校、はじめました。 : 新設校「N高」の教育革命 112001667 376.4||Sa42 教養基礎・教育

子どもの発達障害事典 新版 112001842 378.8||H31 教養基礎・教育

小学校学級担任のためのよくわかるインクルーシブ教育 : 課題解決

Q&A
112002026 378||H29 教養基礎・教育

小・中学校管理職のためのよくわかるインクルーシブ教育 : 課題解

決Q&A
112002027 378||H29 教養基礎・教育

中学校学級担任のためのよくわかるインクルーシブ教育 : 課題解決

Q&A
112002028 378||H29 教養基礎・教育

特別支援教育の基礎・基本 2020 112002153 378||Ko49||2020 教養基礎・教育

特別支援教育の基礎・基本 2020 112002154 378||Ko49||2020 教養基礎・教育

現代の特別ニーズ教育 112002152 378||N71 教養基礎・教育

よくわかる公民館のしごと 新訂 112002157 379.2||Z3 教養基礎・教育

世界の居住文化百科 : さまざまな民族の伝統的住まい : ビジュアル

版
112002034 383.9||Ma98 教養基礎・教育

科学哲学講義 (ちくま新書:964) 112002048 401||Mo66 教養基礎・教育

地図帳の深読み 112001684 448.9||I46 教養基礎・教育

地下水・湧水の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ:13) 112001683 452.95||N71 教養基礎・教育

文化がヒトを進化させた : 人類の繁栄と「文化-遺伝子革命」 112001718 469||H52 教養基礎・教育

コウモリ学 : 適応と進化 112001839 489.42||F89 教養基礎・教育

「サル化」する人間社会 (知のトレッキング叢書) 112001663 489.97||Y23 教養基礎・教育

山極寿一×鎌田浩毅ゴリラと学ぶ : 家族の起源と人類の未来 

(MINERVA知の白熱講義:1)
112001720 489.97||Y23 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選書部局

美しき免疫の力 : 人体の動的ネットワークを解き明かす 112001659 491.8||D46 教養基礎・教育

基礎栄養学 第4版 (栄養科学シリーズNEXT) 112001678 498.55||Ki13 教養基礎・教育

分子栄養学 (栄養科学シリーズNEXT) 112001677 498.55||Mi77 教養基礎・教育

〈暮らしやすさ〉の都市戦略 : ポートランドと世田谷をつなぐ 112002031 518.8||H91 教養基礎・教育

これからの都市ソフト戦略 112001674 518.8||To23 教養基礎・教育

情報アーキテクチャ : 見つけやすく理解しやすい情報設計 112002138 547.483||R72 教養基礎・教育

ロボットの歴史を作ったロボット100 (ナショナルジオグラフィッ

ク)
112001878 548.3||Ma72 教養基礎・教育

日本の海と暮らしを支える海の地図 : 海図入門 112002159 557.78||Y61 教養基礎・教育

地域ブランディングの論理 : 食文化資源を活用した地域多様性の創

出
112002032 601.1||Ko12 教養基礎・教育

地域ブランドと魅力あるまちづくり : 産業振興・地域おこしの新し

いかたち
112002207 601.1||Sa75 教養基礎・教育

実例つきロゴのデザイン 112001940 674.3||P15 教養基礎・教育

地域発ヒット商品のデザイン 112001676 675.18||P15 教養基礎・教育

ウェブマーケティングという茶番 増補改訂版 112002194 675||G72 教養基礎・教育

SNSマーケティング100の法則 : すぐに始めたい人の導入法・活用

法
112001675 675||Ka87 教養基礎・教育

音楽の文章術 : 論文・レポートの執筆から文献表記法まで 改訂新版 112002137 760.7||W76 教養基礎・教育

クラシック音楽は、なぜ「鑑賞」されるのか : 近代日本と西洋芸術

の受容
112001645 760.79||N82 教養基礎・教育

ベートーヴェン革新の舞台裏 : 創作現場へのタイムトラベル 112001642 762.34||H66 教養基礎・教育

ピアノ協奏曲の誕生 : 19世紀ヴィルトゥオーソ音楽史 112001640 764.392||Ko36 教養基礎・教育

世紀末イスタンブルの演劇空間 : 都市社会史の視点から (白帝社アジ

ア史選書:012)
112002051 772.274||N23 教養基礎・教育

白いスタジアムと「生活の論理」 : スポーツ化する社会への警鐘 112002193 780.13||Ma82 教養基礎・教育

乳酸サイエンス : エネルギー代謝と運動生理学 (体育・スポーツ・健

康科学テキストブックシリーズ)
112002019 780.193||H43 教養基礎・教育

スポーツの世界史 112002140 780.2||Sa38 教養基礎・教育

観るまえに読む大修館スポーツルール 2020 112001650 780.3||Ta24||2020 教養基礎・教育

オリンピックマネジメント : 世界最大のスポーツイベントを読み解

く
112001673 780.69||C33 教養基礎・教育

オリンピックは平和の祭典 112001646 780.69||Ma68 教養基礎・教育

コンテクスチュアルトレーニング : 運動学習・運動制御理論に基づ

くトレーニングとリハビリテーション
112001828 780.7||B66 教養基礎・教育

生涯スポーツの理論と実際 : 豊かなスポーツライフを実現するため

に 改訂版
112002139 780||Ku82 教養基礎・教育

1億3000万人のためのeスポーツ入門 112002316 798.5||Ta16 教養基礎・教育

英単語使い分けグラデーションマップ 112001834 834.5||H65 教養基礎・教育

動詞のコアイメージをがっちりつかむ! (アルク・ライブラリー. イ

メージでわかる・使える英単語:動詞編)
112001652 834||Ta84 教養基礎・教育

日本人の弱点、前置詞をコアイメージで攻略! (アルク・ライブラ

リー. イメージでわかる・使える英単語:前置詞編)
112001653 834||Ta84 教養基礎・教育

英語ライティングの原理原則 : テストに強くなるレポート・論文で

評価される
112002020 836||Y42 教養基礎・教育

関口・初等ドイツ語講座 新版 上巻 112001687 840||Se27||v.1 教養基礎・教育

関口・初等ドイツ語講座 新版 中巻 112001688 840||Se27||v.2 教養基礎・教育

関口・初等ドイツ語講座 新版 下巻 112001689 840||Se27||v.3 教養基礎・教育

ひとりで学べるドイツ語 : 文法の基本がしっかり身につく 112001685 845||H38 教養基礎・教育

関口・新ドイツ語の基礎 復刻版 112002162 845||Se27 教養基礎・教育

会話と作文に役立つドイツ語定型表現365 : これだけは知っておこ

う!
112001686 847.8||H38 教養基礎・教育

六月の雪 112001711 913.6||N95 教養基礎・教育

「クマのプーさん」の世界 112002022 933.7||O67 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選書部局

ミラノ・スカラ座 魅惑の神殿 : レンタル専用 112001508 DVD||487 教養基礎・教育

絵で学ぶ韓国語文法 : 初級のおさらい、中級へのステップアップ : 

electronic bk
152000367 電子ブック 教養基礎・教育

人口半減社会と戦う : 小樽からの挑戦 : electronic bk 152000483 電子ブック 教養基礎・教育

アメリカ高齢者法 : electronic bk (アメリカ法ベーシックス:12) 152000494 電子ブック 教養基礎・教育

クラシック音楽は、なぜ「鑑賞」されるのか : 近代日本と西洋芸術

の受容 : electronic bk
152000498 電子ブック 教養基礎・教育

コウモリ学 : 適応と進化 : electronic bk 152000499 電子ブック 教養基礎・教育

スポーツルールの論理 : electronic bk 152000501 電子ブック 教養基礎・教育

伊達政宗の素顔 : 筆まめ戦国大名の生涯 : electronic bk (読みなお

す日本史)
152000518 電子ブック 教養基礎・教育

新しい地政学 : electronic bk 152000533 電子ブック 教養基礎・教育

生涯スポーツの理論と実際 : 豊かなスポーツライフを実現するため

に 改訂版 : electronic bk
152000541 電子ブック 教養基礎・教育

観光の事典 : electronic bk 152000543 電子ブック 教養基礎・教育

イメージでわかる・使える英単語. 前置詞編 : 日本人の弱点, 前置詞

をコアイメージで攻略! (アルク・ライブラリー =)
152000586 電子ブック 教養基礎・教育

イメージでわかる・使える英単語. 動詞編 : 動詞のコアイメージを

がっちりつかむ! (アルク・ライブラリー =)
152000587 電子ブック 教養基礎・教育

地域ブランディングの論理 : 食文化資源を活用した地域多様性の創

出 初版
152000588 電子ブック 教養基礎・教育

憲法講話 : 24の入門講義 初版 152000595 電子ブック 教養基礎・教育

宇宙はなぜ哲学の問題になるのか (ちくまプリマー新書:332) 112001549 112||I89 教養基礎・高等教育グローバルセンター

実践・倫理学 : 現代の問題を考えるために (けいそうブックス) 112001770 150||Ko18 教養基礎・高等教育グローバルセンター

参加型社会宣言 : 22世紀のためのコンセプト・ノート (未来叢書:1) 112002097 304||Ki78 教養基礎・高等教育グローバルセンター

正義論 : ベーシックスからフロンティアまで 112001771 321.1||U92 教養基礎・高等教育グローバルセンター

地方発外国人住民との地域づくり : 多文化共生の現場から 112001552 334.41||To35 教養基礎・高等教育グローバルセンター

タテ社会と現代日本 (講談社現代新書:2548) 112001558 361.3||N38 教養基礎・高等教育グローバルセンター

初学者のための質的研究26の教え 112002096 361.9||N42 教養基礎・高等教育グローバルセンター

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 112001553 366.89||N29 教養基礎・高等教育グローバルセンター

女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 (有斐閣アルマ:Interest) 112001557 367.1||I89 教養基礎・高等教育グローバルセンター

よくわかるジェンダー・スタディーズ : 人文社会科学から自然科学

まで (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
112002098 367.1||Ki39 教養基礎・高等教育グローバルセンター

新モラルジレンマ教材と授業展開 : 考える道徳を創る 中学校 112001550 375.35||A64 教養基礎・高等教育グローバルセンター

悩めるあなたの道徳教育読本 112001969 375.35||Ku35 教養基礎・高等教育グローバルセンター

「聞き書き」の力 : 表現指導の理論と実践 112001555 375.86||N34 教養基礎・高等教育グローバルセンター

問いのデザイン : 創造的対話のファシリテーション 112001776 379.6||A49 教養基礎・高等教育グローバルセンター

今日から使えるワークショップのアイデア帳 : 会社でも学校でもア

レンジ自在な30パターン
112001556 379.6||W35 教養基礎・高等教育グローバルセンター

科学哲学の源流をたどる : 研究伝統の百年史 (叢書・知を究め

る:13)
112001551 401||I69 教養基礎・高等教育グローバルセンター

誰の健康が優先されるのか : 医療資源の倫理学 112001968 490.15||B62 教養基礎・高等教育グローバルセンター

言葉の服 : おしゃれと気づきの哲学 112001925 589.2||H88 教養基礎・高等教育グローバルセンター

転換するグリーン・ツーリズム : 広域連携と自立をめざして 112002199 689.4||A53 教養基礎・高等教育グローバルセンター

グリーン・ツーリズム : 軌跡と課題 (筑波書房ブックレット. 暮らし

のなかの食と農:52)
112001554 689.4||I57 教養基礎・高等教育グローバルセンター

文化で地域をデザインする : 社会の課題と文化をつなぐ現場から 112001773 709.1||Ma81 教養基礎・高等教育グローバルセンター

Statistics for linguistics with R : a practical introduction 2nd 

rev. ed : pbk (Mouton textbook)
112002286 801.019||G85 教養基礎・高等教育グローバルセンター

認知言語学 (学びのエクササイズ:1) 112002099 801||Ta87 教養基礎・高等教育グローバルセンター

今そこにある多言語なニッポン 112001772 802.1||Ka25 教養基礎・高等教育グローバルセンター

認知と言語 : 日本語の世界・英語の世界 (開拓社言語・文化選

書:62)
112001559 810.1||H22 教養基礎・高等教育グローバルセンター



書名 資料ID 請求記号 選書部局

リンガフランカとしての日本語 : 多言語・多文化共生のために日本

語教育を再考する
112001775 810.7||A58 教養基礎・高等教育グローバルセンター

日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド : 日本語教育能力検定試験

学習書 第4版 (日本語教育教科書) (Exam press)
112001777 810.7||H99 教養基礎・高等教育グローバルセンター

イマ×ココ : 言語教育実践 : 現場 (イマ×ココ) の実践を記す・実践

を伝える・実践から学ぶ No.5 2017
112002281 810.7||I41||2017 教養基礎・高等教育グローバルセンター

イマ×ココ : 言語教育実践 : 現場 (イマ×ココ) の実践を記す・実践

を伝える・実践から学ぶ No.6 2018
112002228 810.7||I41||2018 教養基礎・高等教育グローバルセンター

イマ×ココ : 言語教育実践 : 現場 (イマ×ココ) の実践を記す・実践

を伝える・実践から学ぶ No.7 2019
112002232 810.7||I41||2019 教養基礎・高等教育グローバルセンター

日本語/日本語教育研究 10, 2019 112002231 810.7||N71||2019 教養基礎・高等教育グローバルセンター

新次元の日本語教育の理論と企画と実践 : 第二言語教育学と表現活

動中心のアプローチ
112001774 810.7||N81 教養基礎・高等教育グローバルセンター

Green Events and Green Tourism : An International Guide to 

Good Practice. electronic bk.
152000463 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

リンガフランカとしての日本語 : 多言語・多文化共生のために日本

語教育を再考する : electronic bk
152000509 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

今そこにある多言語なニッポン : electronic bk 152000515 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 : electronic bk (有斐閣

アルマ:Interest)
152000525 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

実践・倫理学 : 現代の問題を考えるために : electronic bk (けいそ

うブックス)
152000528 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

正義論 : ベーシックスからフロンティアまで : electronic bk 152000536 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

認知と言語 : 日本語の世界・英語の世界 : electronic bk (開拓社言

語・文化選書:62)
152000547 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

ゼロからわかる人工知能 : 基本的なしくみから応用例,そして未来ま

で 増補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)
112002079 007.13||N99 教養基礎・国際資源

ゼロからわかる人工知能 : 基本的なしくみから応用例,そして未来ま

で 増補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)
112002080 007.13||N99 教養基礎・国際資源

ゼロからわかる人工知能 : 基本的なしくみから応用例,そして未来ま

で 増補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)
112002081 007.13||N99 教養基礎・国際資源

よくわかるMicrosoft Excel 2019 基礎 152000446 007.63||M||F67 教養基礎・国際資源

よくわかるMicrosoft Word 2019 基礎 152000447 007.63||M||F67 教養基礎・国際資源

独学プログラマー : Python言語の基本から仕事のやり方まで 112001900 007.64||Py||A41 教養基礎・国際資源

Excel×Python最速仕事術 : マクロはもう古い! 112001897 007.64||Py||Ka52 教養基礎・国際資源

Excel×Python最速仕事術 : マクロはもう古い! 112001898 007.64||Py||Ka52 教養基礎・国際資源

Excel×Python最速仕事術 : マクロはもう古い! 112001899 007.64||Py||Ka52 教養基礎・国際資源

たった2日でマスターできるiPhoneアプリ開発集中講座 112001730 007.64||Z||F56 教養基礎・国際資源

たった2日でマスターできるiPhoneアプリ開発集中講座 112001731 007.64||Z||F56 教養基礎・国際資源

たった2日でマスターできるiPhoneアプリ開発集中講座 112001732 007.64||Z||F56 教養基礎・国際資源

絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 : Xcode 11 & iOS 

13完全対応 第8版
112001733 007.64||Z||Ta33 教養基礎・国際資源

絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 : Xcode 11 & iOS 

13完全対応 第8版
112001734 007.64||Z||Ta33 教養基礎・国際資源

絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 : Xcode 11 & iOS 

13完全対応 第8版
112001735 007.64||Z||Ta33 教養基礎・国際資源

はじめてのAndroidアプリ開発 : Android Studio 3対応 第3版 

(Technical master:93)
112001894 007.64||Z||Y19 教養基礎・国際資源

はじめてのAndroidアプリ開発 : Android Studio 3対応 第3版 

(Technical master:93)
112001895 007.64||Z||Y19 教養基礎・国際資源

はじめてのAndroidアプリ開発 : Android Studio 3対応 第3版 

(Technical master:93)
112001896 007.64||Z||Y19 教養基礎・国際資源

ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 : テロと紛争をなくすために必要な

こと
112001901 316.4||N14 教養基礎・国際資源

SDGsの実践 : 持続可能な地域社会の実現に向けて 自治体・地域活

性化編
112001738 318.6||H19 教養基礎・国際資源



書名 資料ID 請求記号 選書部局

コンストラクティヴィズムの国際関係論 (有斐閣ブックス:[108]) 112002082 319||O95 教養基礎・国際資源

南スーダンに平和をつくる : 「オールジャパン」の国際貢献 (ちくま

新書:1382)
112001739 333.84||Ki84 教養基礎・国際資源

僕らはソマリアギャングと夢を語る : 「テロリストではない未来」

をつくる挑戦
112001736 333.84||N14 教養基礎・国際資源

60分でわかる!SDGs超入門 112001902 335.15||B28 教養基礎・国際資源

わたしは13歳、シリア難民。 : 故郷が戦場になった子どもたち 112001737 369.38||Ko43 教養基礎・国際資源

眠れなくなるほど面白い図解物理の話 112001904 420||N22 教養基礎・国際資源

図解最新宇宙の話 : 眠れなくなるほど面白い! 112001903 440||W46 教養基礎・国際資源

地球46億年 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112001905 450||N99 教養基礎・国際資源

図解眠れなくなるほど面白い地学の話 112001740 450||Ta33 教養基礎・国際資源

NHKスペシャル恐竜超世界 (ナショナルジオグラフィック) 112001907 457.87||N69 教養基礎・国際資源

リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 古生代編 112001906 457||Ts32||v.1 教養基礎・国際資源

リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 中生代編 112001741 457||Ts32||v.2 教養基礎・国際資源

リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 新生代編 112001908 457||Ts32||v.3 教養基礎・国際資源

よくわかるMicrosoft Excel 2019 基礎 : electronic bk 152000354 電子ブック 教養基礎・国際資源

よくわかるMicrosoft Word 2019 基礎 : electronic bk 152000355 電子ブック 教養基礎・国際資源

SAT math : advanced guide and workbook 2nd edition 112002279 376.8||P57 教養基礎・理工

Pythonで動かして学ぶ!あたらしい数学の教科書 : 機械学習・深層学

習に必要な基礎知識 (AI & technology)
112001884 410||A99 教養基礎・理工

Pythonで動かして学ぶ!あたらしい数学の教科書 : 機械学習・深層学

習に必要な基礎知識 (AI & technology)
112001885 410||A99 教養基礎・理工

Pythonで動かして学ぶ!あたらしい数学の教科書 : 機械学習・深層学

習に必要な基礎知識 (AI & technology)
112001886 410||A99 教養基礎・理工

Introduction to applied linear algebra : vectors, matrices, and 

least squares : hardback
112002293 411.3||B69 教養基礎・理工

ラックス線形代数 : 数値解析へのアプローチ 112001917 411.3||L45 教養基礎・理工

線型代数の発想 第5版 112002067 411.3||Mi67 教養基礎・理工

線型代数の発想 第5版 112002068 411.3||Mi67 教養基礎・理工

線形代数演習 第2版 (東京都市大学数学シリーズ:2) 112002061 411.3||Sa85 教養基礎・理工

線形代数演習 第2版 (東京都市大学数学シリーズ:2) 112002062 411.3||Sa85 教養基礎・理工

線形代数演習 第2版 (東京都市大学数学シリーズ:2) 112002063 411.3||Sa85 教養基礎・理工

Pythonで学ぶ線形代数学 112001882 411.3||Ts52 教養基礎・理工

Pythonで学ぶ線形代数学 112001883 411.3||Ts52 教養基礎・理工

段階的に学ぶ線形代数 第3版 112002064 411.3||Ts54 教養基礎・理工

段階的に学ぶ線形代数 第3版 112002065 411.3||Ts54 教養基礎・理工

段階的に学ぶ線形代数 第3版 112002066 411.3||Ts54 教養基礎・理工

大学初年次で学ぶ物理のコツ 112002074 420||A84 教養基礎・理工

力と運動の100問 (もっと楽しめる物理問題200選:part1) 112001889 420||G53 教養基礎・理工

熱・光・電磁気の100問 (もっと楽しめる物理問題200選:part2) 112001890 420||G53 教養基礎・理工

Basics of physics 112002075 420||H31 教養基礎・理工

医療系の基礎としての物理 112002072 420||H71 教養基礎・理工

趣味で物理学 112002181 420||H71 教養基礎・理工

理工系の基礎物理学 第2版 112002070 420||Ma16 教養基礎・理工

文系でもよくわかる世界の仕組みを物理学で知る 112001728 420||Ma73 教養基礎・理工

日常の中の物理学 第2版 112002073 420||Sa25 教養基礎・理工

演習で学ぶ力学の初歩 第2版 112002071 423||Ka53 教養基礎・理工

電磁気学 112002182 427||I97 教養基礎・理工

よくわかる電磁気学 112002076 427||Ma27 教養基礎・理工

電磁気学とベクトル解析 (数学と物理の交差点:2. Crossroads of 

mathematics and physics)
112002077 427||Y86 教養基礎・理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

X線分光 : 放射光の基礎から時間分解計測まで (化学の要点シリー

ズ:31)
112001893 433.57||F77 教養基礎・理工

ケミカルバイオロジー基礎 112001729 464||H26 教養基礎・理工

基礎から学ぶケミカルバイオロジー (化学の要点シリーズ:18) 112002078 464||U42 教養基礎・理工

リンのはなし : 生命現象から資源・環境問題まで 112001891 569.5||O82 教養基礎・理工

コスメティクスの化学 (化学の要点シリーズ:32) 112001892 576.7||O42 教養基礎・理工

「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 : electronic bk 152000350 電子ブック 教養基礎・理工

はじめての光学 : electronic bk 152000352 電子ブック 教養基礎・理工

ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識 : electronic bk 152000353 電子ブック 教養基礎・理工

大学院生のための基礎物理学 : electronic bk 152000360 電子ブック 教養基礎・理工

歴史をかえた物理実験 新装復刊 : electronic bk (パリティブックス) 152000364 電子ブック 教養基礎・理工

物理チャレンジ独習ガイド : 力学・電磁気学・現代物理学の基礎力

を養う94題 : electronic bk
152000365 電子ブック 教養基礎・理工

Excelで学ぶ基礎物理学 : Excel 2010/2007対応版 第1版 electronic 

bk.
152000437 電子ブック 教養基礎・理工

マンガでわかる物理. 光・音・波編 第1版 152000438 電子ブック 教養基礎・理工

新しい平和構築論 : 紛争予防から復興支援まで 112002317 319.8||Y19 国際資源

Global : An Extraordinary Guide for Ordinary Heroes 112002277 319||B26 国際資源

英国学派入門 : 国際社会論へのアプローチ 112002058 319||B97 国際資源

開発と平和 : 脆弱国家支援論 (有斐閣ブックス:[105]) 112002060 333.8||I51 国際資源

戦乱下の開発政策 (世界銀行政策研究レポート) 112002523 333.8||W88 国際資源

フィリピン・ミンダナオ平和と開発 : 信頼がつなぐ和平の道程 112001916 333.82||O15 国際資源

Maid to order in Hong Kong : stories of Filipina workers : pbk 

(Cornell paperbacks)
112002524 366.8||C86 国際資源

The military balance 2020 112002354 392||I57||2020 国際資源

国家建設における民軍関係 : 破綻国家再建の理論と実践をつなぐ 112002179 393.2||U47 国際資源

Rift-related coarse-grained submarine fan reservoirs : the Brae 

Play, South Viking Graben, North Sea (Memoir:115)
112002514 450||Tu7 国際資源

Subaqueous mass movements and their consequences : 

advances in process understanding, monitoring and hazard 

assessments (Geological Society special publication. 

ISSN:0305-8719:no. 500)

112002423 452.5||G35 国際資源

Geological hazards in the UK : their occurrence, monitoring 

and mitigation/Engineering Group working party report 

(Geological Society engineering geology special publication. 

ISSN:0267-9914:no. 29)

112002413 455.33||G44 国際資源

Integrated fault seal analysis (Geological Society special 

publication:no. 496)
112002424 455.8||O25 国際資源

Subaqueous mass movements and their consequences : 

assessing geohazards, environmental implications and 

economic significance of subaqueous landslides hbk. 

(Geological Society, London, special publications:no. 477)

112002415 455||L65 国際資源

Siliciclastic reserviors of the Arabian Plate (Memoir:116) 112002516 459.62||A41 国際資源

EDMCエネルギー・経済統計要覧 2020年版 112001880 501.6||N71||2020 国際資源

World energy outlook 2019 112002422 501.6||O71||2019 国際資源

地域分散型エネルギーシステム 112002059 501.6||O77 国際資源

Mississippian Reservoirs of the Midcontinent (Memoir:122) 112002517 517.73||G76 国際資源

Environmental dispute resolution in Indonesia (Verhandelingen 

van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 

Volkenkunde:259)

112002367 519.2||N71 国際資源

緑の産業革命 : 資源・エネルギー節約型成長への転換 112002287 519||J21 国際資源

The Belt Conveyor : A Concise Basic Course. 112002274 536.75||Su11 国際資源

金属データブック 改訂4版 112001915 560.3||N71 国際資源



書名 資料ID 請求記号 選書部局

Strategic minerals : resource geopolitics and global geo-

economics
112002278 560.91||A46 国際資源

足尾暴動の史的分析 : 鉱山労働者の社会史 112002522 560.96||N75 国際資源

レアメタルの最新動向 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:689. 

新材料・新素材シリーズ)
112001943 565.8||O37 国際資源

レアメタルの最新動向 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:689. 

新材料・新素材シリーズ)
112001944 565.8||O37 国際資源

レアメタルの地政学 : 資源ナショナリズムのゆくえ 112001721 565.8||P69 国際資源

レアメタルの地政学 : 資源ナショナリズムのゆくえ 112002057 565.8||P69 国際資源

解説レアメタル : NEDOレポート (NEDOレポート) 112002177 565.8||Sh57 国際資源

解説レアメタル : NEDOレポート (NEDOレポート) 112002178 565.8||Sh57 国際資源

Coal Mining : Advanced Technologies 112002337 567||Ma13 国際資源

Coal Mining : Advanced Technologies 112002449 567||Ma13 国際資源

Petroleum geology and potential of the Colombian Caribbean 

margin (Memoir:108)
112002515 568.1||B25 国際資源

Pinedale field : case study of a giant tight gas sandstone 

reservoir (Memoir:107)
112002513 568.1||L86 国際資源

Transform margins : development, controls and petroleum 

systems (Geological Society special publication:no. 431)
112002416 568.1||N64 国際資源

The Eagle Ford Shale : a renaissance in u.s. oil production 

(Memoir:110)
112002512 568||B72 国際資源

ブラック・クランズマン　/ スパイク・リー監督 : レンタル専用 112001509 DVD||488 国際資源

Green Book : rental only 112001510 DVD||489 国際資源

Maid to order in Hong Kong : stories of migrant workers 2nd 

ed. (Cornell paperbacks)
152000371 電子ブック 国際資源

Servants of globalization : migration and domestic work 

Second edition. e-book
152000372 電子ブック 国際資源

The Belt Conveyor : A Concise Basic Course. electronic bk. 152000460 電子ブック 国際資源

Tattoo histories : transcultural perspectives on the narratives, 

practices, and representations of tattooing : electronic bk 

(Routledge studies in cultural history:vol. 81)

152000464 電子ブック 国際資源

地域分散型エネルギーシステム : electronic bk 152000484 電子ブック 国際資源

レアメタルの最新動向 : electronic bk (新材料・新素材シリーズ) 152000510 電子ブック 国際資源

沙漠学事典 : electronic bk 152000538 電子ブック 国際資源

人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」 : 第三次AI

ブームの到達点と限界
112001825 007.13||A62 理工

ビジネス社会を生きていくための4つの力 (AIにできること、できな

いこと:[正])
112001836 007.13||F62||v.1 理工

すっきり分かる「最強AI」のしくみ (AIにできること、できないこ

と:続)
112001837 007.13||F62||v.2 理工

The elements of statistical learning : data mining, inference, 

and prediction 2nd ed : [hard] (Springer series in statistics)
112002372 007.13||H38 理工

画像認識プログラミングレシピ : 今すぐ試したい!機械学習・深層学

習 (ディープラーニング)
112001847 007.13||Ka97 理工

Machine learning with R : expert techniques for predictive 

modeling 3rd ed (Expert insight)
112002088 007.13||L28 理工

ガウス過程と機械学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 112002145 007.13||Mo12 理工

ガウス過程と機械学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 112002146 007.13||Mo12 理工

ディープラーニング活用なくしてビジネスの飛躍的成長なし (ディー

プラーニング活用の教科書:実践編)
112001654 007.13||N73 理工

先進35社の挑戦から読むAIの未来 (ディープラーニング活用の教科

書)
112001835 007.13||N73 理工

最強囲碁AIアルファ碁解体新書 : アルファ碁ゼロ対応 : 深層学習、

モンテカルロ木探索、強化学習から見たその仕組み 増補改訂版 (AI 

& technology)

112001658 007.13||O89 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

囲碁ディープラーニングプログラミング 112001657 007.13||P96 理工

Chainerで学ぶディープラーニング入門 112001623 007.13||Sh36 理工

ベイズ深層学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 112002148 007.13||Su89 理工

統計的機械学習の数理100問with Python (機械学習の数理100問シ

リーズ:2)
112001823 007.13||Su96||v.2 理工

しくみがわかる深層学習 112002143 007.13||Te95 理工

Everybody lies : big data, new data, and what the internet 

reveals about who we really are : pbk
112002307 007.3||St5 理工

Pythonで動かして学ぶ!あたらしいIoTの教科書 (AI & technology) 112001846 007.3||V93 理工

Fundamentals of data visualization : a primer on making 

informative and compelling figures : pbk
112002341 007.6||W73 理工

Practical data science with R 2nd ed : pbk 112002086 007.6||Z7 理工

Modern data science with R (Texts in statistical science) 112002353 007.609||B28 理工

SQL and relational theory : how to write accurate SQL code 

Third edition (Theory in practice)
112002466 007.609||D44 理工

Intro to Python for the computer science and data science : 

learning to program with AI, big data and the cloud 1st edition
112002093 007.609||D53 理工

Data science & big data analytics : discovering, analyzing, 

visualizing and presenting data
112002087 007.609||E52 理工

Pythonで動かして学ぶ!あたらしいブロックチェーンの教科書 (AI & 

technology)
112001681 007.609||F34 理工

実践Pythonによるデータベース入門 : MySQL,MongoDB,CouchDB

の基本操作からアプリプログラミングまで
112002035 007.609||F64 理工

Database design for mere mortals : a hands-on guide to 

relational database design Third edition pbk.
112002328 007.609||H53 理工

図解大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 112001644 007.609||H76 理工

Kaggleで勝つデータ分析の技術 112001643 007.609||Ka14 理工

データサイエンスの森Kaggleの歩き方 : データサイエンス&機械学

習のためのポータルサイトの利用ガイド
112001641 007.609||Sa32 理工

AIの未来をつくるビヨンド・ビッグデータ利活用術 112001824 007.609||Sh19 理工

R for data science : import, tidy, transform, visualize, and 

model data : pbk
112002233 007.609||W71 理工

Data mining : practical machine learning tools and techniques 

4th ed
112002319 007.609||W79 理工

データベースの基礎 (IT text) 112002160 007.609||Y89 理工

Excel最強の教科書 : 完全版 : すぐに使えて、一生役立つ「成果を生

み出す」超エクセル仕事術
112001843 007.63||M||F57 理工

オブジェクト指向UIデザイン : 使いやすいソフトウェアの原理 

(Web+DB Pressプラスシリーズ)
112001848 007.63||U45 理工

Designing data-intensive applications : the big ideas behind 

reliable, scalable, and maintainable systems : pbk
112002414 007.63||Z||Kl4 理工

データ分析者のためのPython (パイソン) データビジュアライゼー

ション入門 : コードと連動してわかる可視化手法 (AI & 

technology)

112001682 007.64||Py||Ko45 理工

Hands-on programming with R : pbk 112002229 007.64||Z||G87 理工

基礎から学ぶSwiftUI 112001692 007.64||Z||H48 理工

Visual Studio Codeの教科書 : プログラマーのための 112002036 007.64||Z||Ka97 理工

iOS 13 programming fundamentals with Swift : Swift, Xcode 

and Cocoa basics pbk.
112001751 007.64||Z||N67 理工

詳細!SwiftUI : iPhoneアプリ開発入門ノート : iOS 13 + Xcode 11

対応
112002165 007.64||Z||O76 理工

ビジュアル情報処理 : CG・画像処理入門 改訂新版 112002163 007.642||G29 理工

コンピュータグラフィックス 改訂新版 112002164 007.642||G29 理工

HTML and CSS Ninth edition (Visual quickstart guide) 112002327 007.645||C25 理工

CSS設計完全ガイド : 詳細解説+実践的モジュール集 112001855 007.645||H29 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

知識ゼロからのWebアプリ開発入門 112001856 007.645||Ma16 理工

ブラタモリ 1 112001727 291.093||N69||v.1 理工

ブラタモリ 12 112001724 291.093||N69||v.12 理工

ブラタモリ 13 112001723 291.093||N69||v.13 理工

ブラタモリ 16 112001725 291.093||N69||v.16 理工

ブラタモリ 6 112001726 291.093||N69||v.6 理工

「コンパクトシティ」を問う 112001700 318.7||Y24 理工

国際貢献とSDGsの実現 : 持続可能な開発のフィールド 112002173 333.8||Ki73 理工

人口減少社会のコミュニティ・プラクティス : 実践から課題解決の

方策を探る (熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉叢書:28)
112002043 361.98||N85 理工

進学する留学生のための面接 112002180 376.8||N71 理工

長期学外学修のデザインと実践 : 学生をアクティブにする 112002069 377.15||Sa93 理工

ポアンカレ予想 (数学ガール) 112001649 410.4||Y97 理工

行列が描くもの (数学ガールの秘密ノート) 112001829 410.4||Y97 理工

天才ガロアの発想力 : 対称性と群が明かす方程式の秘密 完全版 (知

の扉シリーズ)
112001827 411.73||Ko39 理工

今度こそわかるガロア理論 (今度こそわかるシリーズ) 112001648 411.73||Y94 理工

連接層の導来圏に関わる諸問題 (問題・予想・原理の数学:1) 112002151 411.8||To17 理工

入門複素関数= An introduction to complex analysis 112001647 413.52||Ka92 理工

リーマン面の理論 112001826 413.53||Te63 理工

フーリエ解析学の序章 112002147 413.59||Su49 理工

よみがえる非ユークリッド幾何 112002012 414.8||A16 理工

対称空間今昔譚 112002141 414||H96 理工

波面の伝播と特異点 112002014 415.7||I99 理工

ざっくりわかるトポロジー : 内側も外側もない「クラインの壺」っ

てどんな壺?「宇宙の形」は1本の「ひも」を使えばわかる? (サイエ

ンス・アイ新書:SIS-400)

112002016 415.7||N27 理工

時系列分析と状態空間モデルの基礎 : RとStanで学ぶ理論と実装 112002167 417.6||B12 理工

時系列分析と状態空間モデルの基礎 : RとStanで学ぶ理論と実装 112002168 417.6||B12 理工

時系列分析と状態空間モデルの基礎 : RとStanで学ぶ理論と実装 112002169 417.6||B12 理工

データ科学推論の基礎 : 実例で学ぶ 112001833 417.6||H75 理工

代数的統計モデル (理論統計学教程. 数理統計の枠組み) 112002013 417||A53 理工

計算代数統計 : グレブナー基底と実験計画法 (統計学one point:9) 112002017 417||A53 理工

大規模計算時代の統計推論 : 原理と発展 112002024 417||E27 理工

目からウロコの多変量解析 : データ分析の極意に迫る7つの処方箋 112002010 417||H71 理工

例題でよくわかるはじめての多変量解析 112001871 417||Ka86 理工

スパース推定法による統計モデリング (統計学one point:6) 112002018 417||Ka96 理工

異端の統計学ベイズ (草思社文庫:[マ3-1]) 112002023 417||Ma15 理工

統計思考の世界 : 曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎 112001838 417||Mi36 理工

しくみがわかるベイズ統計と機械学習 112002142 417||Te95 理工

瀕死の統計学を救え! : 有意性検定から「仮説が正しい確率」へ 112001831 417||To83 理工

量子場の数理 (数理物理の最前線) 112002150 421.3||A62 理工

量子力学の解釈問題 : 多世界解釈を中心として (SGCライブラ

リ:161)
112002021 421.3||W12 理工

数理物理学の風景 112002015 421.5||A62 理工

ディープラーニングと物理学 : 原理がわかる、応用ができる 112001656 421||Ta84 理工

Molecular beam epitaxy : materials and applications for 

electronics and optoelectronics (Wiley series in materials for 

electronic and optoelectronic applications)

112001547 428.4||A82 理工

放射光が拓く化学の現在と未来 : 物質科学にイノベーションをもた

らす光 (CSJ Current Review:14)
112001999 429||N71 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

放射光ビームライン光学技術入門 : はじめて放射光を使う利用者の

ために 改訂版
112002128 429||O28 理工

化学便覧 改訂6版 基礎編 112002556 430.36||Ka16 理工

色素増感 : カラーフィルムからペロブスカイト太陽電池まで (化学の

要点シリーズ:36)
112001806 431.5||Ta87 理工

ゲルの科学 112001621 431.83||O72 理工

基礎高分子科学 第2版 112001601 431.9||Ko14 理工

新基礎化学実験法 2020 112002005 432||O73 理工

分光分析 (東京大学工学教程. 基礎系化学/分析化学:2) 112001912 433||Ma96 理工

分析化学 第2版 1 : 定量分析編 (薬学テキストシリーズ) 112001998 433||N32||v.1 理工

分析化学 第2版 2 : 機器分析編 (薬学テキストシリーズ) 112001997 433||N32||v.2 理工

基礎分析化学演習 新版, 第2版 112002123 433||Su28 理工

すぐ身につく分析化学・機器分析の実務 : 基礎、前処理、手法選

択、記録作成を現場目線で解説
112001613 433||Y16 理工

コンビナトリアルサイエンスの展開 普及版 (CMCテクニカルライブ

ラリー:251)
112002442 434||Ta33 理工

無機固体化学 : 構造論・物性論 112001931 435||Y91 理工

Isotope geochemistry : from the treatise on geochemistry 112002335 450.13||H83 理工

Geochemistry of earth surface systems : from the treatise on 

geochemistry : pbk
112002338 450.13||H83 理工

Radioactive geochronometry : from the treatise on 

geochemistry
112002340 450.13||H83 理工

Environmental and low temperature geochemistry 2nd ed : 

pbk
112002091 450.13||R93 理工

逆流する津波 : 河川津波のメカニズム・脅威と防災 112002041 452.5||I44 理工

逆流する津波 : 河川津波のメカニズム・脅威と防災 112002042 452.5||I44 理工

自然地下水調査法 : 日本国内863箇所の地下水温 112002208 452.95||Ta67 理工

自然地下水調査法 : 日本国内863箇所の地下水温 112002209 452.95||Ta67 理工

地震・津波のメカニズムと被害の実態 (東日本大震災を分析する:1) 112001697 453.2||H64 理工

土砂動態学 : 山から深海底までの流砂・漂砂・生態系 112001888 454||Ma87 理工

The geology of Spain : hbk 112002412 455.36||G42 理工

地層の見方がわかるフィールド図鑑 : 岩石・地層・地形から地球の

成り立ちや活動を知る 増補改訂版
112001701 456.9||A53 理工

Precambrian and palaeozoic : hbk (The geology of central 

Europe:v. 1)
112002421 456.9||Ma13||v.1 理工

Mesozoic and cenozoic : hbk (The geology of central Europe:v. 

2)
112002417 456.9||Ma13||v.2 理工

タンパク質のアモルファス凝集と溶解性 : 基礎研究からバイオ産

業・創薬研究への応用まで (バイオテクノロジーシリーズ)
112001934 464.2||Ku72 理工

微生物の地球化学 : 元素循環をめぐる微生物学 112001702 465||F19 理工

微生物の地球化学 : 元素循環をめぐる微生物学 112001703 465||F19 理工

微生物の地球化学 : 元素循環をめぐる微生物学 112001704 465||F19 理工

Introduction to social neuroscience 112002094 491.37||C11 理工

再生医療のためのバイオエンジニアリング (再生医療の基礎シリーズ 

: 生医学と工学の接点:4)
112002054 492.89||Sa22||v.4 理工

再生医療のためのバイオエンジニアリング (再生医療の基礎シリーズ 

: 生医学と工学の接点:4)
112002055 492.89||Sa22||v.4 理工

再生医療のためのバイオマテリアル (再生医療の基礎シリーズ : 生医

学と工学の接点:5)
112002052 492.89||Sa22||v.5 理工

再生医療のためのバイオマテリアル (再生医療の基礎シリーズ : 生医

学と工学の接点:5)
112002053 492.89||Sa22||v.5 理工

医療AIの夜明け : AIドクターが医者を超える日 112001830 498||O38 理工

23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア : 計算で物事を理解

する予測する
112001651 501.1||R41 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

粒子法 : 連続体・混相流・粒状体のための計算科学 112001941 501.23||G72 理工

基礎から学ぶ弾性力学 112002174 501.33||A62 理工

マテリアルズ・インフォマティクス : 材料開発のための機械学習超

入門
112001811 501.4||I96 理工

加工材料の知識がやさしくわかる本 112001694 501.4||N84 理工

エネルギーのはなし : 科学の眼で見る日常の疑問 112002049 501.6||I51 理工

図面の読み方がやさしくわかる本 112001864 501.8||N84 理工

図面の描き方がやさしくわかる本 112001865 501.8||N84 理工

システムズエンジニアリングハンドブック 112001854 509.6||W36 理工

図説わかる交通計画 112001868 514||Mo66 理工

コンクリート構造物 (鉄道構造物等設計標準・同解説) 112001914 516||Te86 理工

Turbulence in coastal and civil engineering hbk : (Advanced 

series on ocean engineering:volume 51)
112002291 517.1||Su56 理工

技術者に必要な河川災害・地形の知識 112002172 517.4||Su19 理工

明治がつくった東京 (同成社近現代史叢書:14) 112001699 518.8||I89 理工

市民が出会う都市計画 : 石田頼房先生の「講義メモ」をもとに 112001698 518.8||I97 理工

色彩の手帳 : 建築・都市の色を考える100のヒント 112001873 518.8||Ka86 理工

世界のコンパクトシティ : 都市を賢く縮退するしくみと効果 112001872 518.8||Ta87 理工

ポストアーバン都市・地域論 : スーパーメガリージョンを考えるた

めに
112001869 518.8||W62 理工

物流と都市地域計画 : ロジスティクスが創る新たな社会 112001695 518.84||I11 理工

環境のための数学・統計学ハンドブック 112001887 519.036||Sp3 理工

海のプラスチックごみ調べ大事典 112001803 519.4||H91 理工

基礎からわかる環境化学 (物質工学入門シリーズ) 112002006 519||Sh96 理工

環境衛生工学 (テキストシリーズ土木工学:7) 112002044 519||Ts81 理工

環境衛生工学 (テキストシリーズ土木工学:7) 112002045 519||Ts81 理工

環境衛生工学 (テキストシリーズ土木工学:7) 112002046 519||Ts81 理工

環境工学 (Professional engineer library) 112002129 519||Y48 理工

鋼・合成構造標準示方書 : 2019年制定 維持管理編 112002040 524.6||D81||2019 理工

まちの居場所 : ささえる/まもる/そだてる/つなぐ 112002170 526.36||N71 理工

完全図解空調・給排水衛生設備の基礎知識早わかり 112001874 528.2||O27 理工

今すぐ使える2D CAD 3D CAD 3Dプリンタ : 設計技術者必携BOOK 

改訂新版
112001876 531.9||N82 理工

今すぐ使える2D CAD 3D CAD 3Dプリンタ : 設計技術者必携BOOK 

改訂新版
112001877 531.9||N82 理工

機械設計の知識がやさしくわかる本 : how to master machining 

design
112001867 531.9||N84 理工

機械加工の知識がやさしくわかる本 112001866 532||N84 理工

トコトンやさしい冷凍空調技術の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知

りシリーズ)
112001857 533.8||N71 理工

トコトンやさしい冷凍空調技術の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知

りシリーズ)
112001858 533.8||N71 理工

トコトンやさしい冷凍空調技術の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知

りシリーズ)
112001859 533.8||N71 理工

EV・HEV向け電子部品、電装品開発とその最新事例 [オンデマンド

版]
112002321 537.25||G43 理工

小型ジェット旅客機からハイブリッド電動航空機の概念設計まで (航

空機設計法:実践編)
112001860 538.2||R45 理工

ゼロからわかる宇宙防衛 : 宇宙開発とミリタリーの深〜い関係 112001693 538.9||O68 理工

未来を拓く宇宙展開構造物 : 伸ばす、広げる、膨らませる (新コロナ

シリーズ:61)
112002038 538.9||Ts82 理工

例題と演習で学ぶ電気回路 第2版 [正] 112002183 541.1||H32||v.1 理工

電気回路入門 112002305 541.1||O29 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

電気・電子計測 第4版 112002155 541.5||A12 理工

磁性材料・部品の最新開発事例と応用技術 112002320 541.66||G43 理工

次世代永久磁石の開発最前線 : 磁性の解明から構造解析、省・脱レ

アアース磁石、モータ応用まで
112001942 541.66||O96 理工

基礎から学ぶ磁性材料 : 上手に利用するための基礎理論から測定

法・応用の実際まで
112001918 541.66||Sa85 理工

入門モータ制御 : 実務に役立つ制御の考え方 112001840 542.13||Mo55 理工

メカトロニクスのモーター技術 112001841 542.23||Ke44 理工

今こそ問う水力発電の価値 : その恵みを未来に生かすために 112002047 543.3||Ko45 理工

次世代熱電変換材料・モジュールの開発 : 熱電発電の黎明 (エレクト

ロニクスシリーズ)
112001936 543||N71 理工

Real world HTTP : 歴史とコードに学ぶインターネットとウェブ技

術 第2版
112001850 547.482||Sh21 理工

Microstrip lines and slotlines 3rd ed (The Artech House 

microwave library)
112002419 547.51||G22 理工

EMC概論演習 112002084 547.51||P28 理工

ミリ波レーダ技術と設計 : 車載用レーダやセンサ技術への応用 (設計

技術シリーズ)
112002025 547.65||Ka23 理工

ヘネシー・パターソンコンピュータアーキテクチャ : 定量的アプ

ローチ
112002037 548.2||H52 理工

Computer architecture : a quantitative approach 6th ed : pbk 112002089 548.2||H52 理工

Raspberry Piで学ぶコンピュータアーキテクチャ (Make: projects) 112001852 548.2||U79 理工

実践ロボット制御 : 基礎から動力学まで 112001863 548.3||H93 理工

わかりやすいロボットシステム入門 : メカニズムから制御, システム

まで 改訂3版
112001862 548.3||Ma76 理工

Signal processing to drive human-computer interaction : EEG 

and eye-controlled interfaces (IET control, robotics and 

sensors series:129)

112100035 548.3||N73 理工

詳解確率ロボティクス : Pythonによる基礎アルゴリズムの実装 112001660 548.3||U32 理工

データ指向型PID制御 112001861 548.3||Y31 理工

コンピュータ時代の実用制御工学 112002039 548.31||Ka84 理工

MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 112002166 548.31||Ka98 理工

レーザー微細加工 : 基礎現象と産業応用 112001913 549.95||A62 理工

バンドギャップエンジニアリング : 次世代高効率デバイスへの挑戦 

普及版 (CMCテクニカルライブラリー:657. エレクトロニクスシ

リーズ)

112001933 549.95||O28 理工

わかる!使える!鋳造入門 : 「基礎知識」「段取り」「実作業」 112002131 566.1||N81 理工

ダイカスト技術入門 第2版 112001629 566.18||Ka57 理工

ダイカストの欠陥・不良を考える 112001469 566.18||N81 理工

ダイカストを考える 112001470 566.18||N81 理工

わかる!使える!ダイカスト入門 112001628 566.18||N81 理工

反応工学 改訂増補版 112002001 571||H38 理工

反応工学 改訂増補版 112002002 571||H38 理工

基礎からわかる化学工学 (物質工学入門シリーズ) 112002000 571||I75 理工

次世代電池 2020 112002292 572.1||N73||2020 理工

リチウム空気電池の最前線 普及版 (エレクトロニクスシリーズ) 112001932 572.1||Sh99 理工

リチウムに依存しない革新型二次電池 112002130 572.12||A62 理工

全固体電池の基礎理論と開発最前線 112002083 572.12||Ka57 理工

ゴムの補強 : ナノフィラーの可視化による機構解析 112002127 578.24||Ko39 理工

バイオマス由来の高機能材料 : セルロース、ヘミセルロース、セル

ロースナノファイバー、リグニン、キチン・キトサン、炭素系材料
112002126 579.9||F89 理工

生物化学工学 : バイオプロセスの基礎と応用 第2版 112001618 579.97||Ko12 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

自然環境保全のための保全砂防学入門 : 土砂災害の予知と防災 112002171 656.5||H48 理工

森林利用学 112001620 657||Y92 理工

交通政策 : ドイツにおける新しい潮流 112001696 681.1||Sc8 理工

Traffic congestion and land use regulations : theory and policy 

analysis
112002336 681||Ko76 理工

モビリティサービス (モビリティイノベーションシリーズ:1) 112001870 685||Mo51 理工

Seeing into screens : eye tracking and the moving image : 

hardback
112002428 778||D99 理工

Eye tracking in second language acquisition and bilingualism : 

a research synthesis and methodological guide : hbk (Second 

language acquisition research : theoretical and methodological 

issues)

112002285 807||G55 理工

集中ゼミTOEFL iBTテストライティング統合問題 152000466 830.79||Z99||Ka91 理工

Essays : with essential online resources access code inside 5th 

ed (The Longman academic writing series:4)
112002092 836||O77 理工

Essays : with essential online resources access code inside 5th 

ed (The Longman academic writing series:4)
112001961 836||O77 理工

AI vs.教科書が読めない子どもたち : electronic bk 152000348 電子ブック 理工

AIに負けない子どもを育てる : electronic bk 152000349 電子ブック 理工

なっとくする分析化学 : electronic bk (なっとくシリーズ) 152000351 電子ブック 理工

データ解析のための統計モデリング入門 : 一般化線形モデル・階層

ベイズモデル・MCMC : electronic bk (確率と情報の科学)
152000356 電子ブック 理工

基礎からわかる化学工学 : electronic bk (物質工学入門シリーズ) 152000358 電子ブック 理工

基礎から学ぶ弾性力学 : electronic bk 152000359 電子ブック 理工

完全図解空調・給排水衛生設備の基礎知識早わかり : electronic bk 152000361 電子ブック 理工

微細藻類によるエネルギー生産と事業展望 : electronic bk (地球環

境シリーズ)
152000362 電子ブック 理工

環境工学 : electronic bk (Professional engineer library) 152000366 電子ブック 理工

Pythonによるデータ解析入門 : electronic bk 152000368 電子ブック 理工

Pythonによるデータ解析入門 : electronic bk 152000369 電子ブック 理工

Isotope geochemistry from the treatise on geochemistry 1st 

ed electronic bk.
152000436 電子ブック 理工

基礎からわかる環境化学 : electronic bk (物質工学入門シリーズ) 152000370 電子ブック 理工

ITロードマップ : 情報通信技術は5年後こう変わる! 2020年版 : 

electronic bk
152000404 電子ブック 理工

Pythonで学ぶ統計的機械学習 : electronic bk 152000405 電子ブック 理工

データサイエンス教本 : Pythonで学ぶ統計分析・パターン認識・深

層学習・信号処理・時系列データ分析 : electronic bk
152000406 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.1 2018年1月号: electronic bk 152000412 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.2 2018年増刊号: electronic bk 152000413 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.3 2018年2月号: electronic bk 152000414 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.4 2018年3月号: electronic bk 152000415 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.5 2018年増刊号: electronic bk 152000416 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.6 2018年4月号: electronic bk 152000417 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.7 2018年増刊号: electronic bk 152000418 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.8 2018年5月号: electronic bk 152000419 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.9 2018年6月号: electronic bk 152000420 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.10 2018年増刊号: electronic bk 152000421 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.11 2018年7月号: electronic bk 152000422 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.12 2018年増刊号: electronic bk 152000423 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.13 2018年8月号: electronic bk 152000424 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.14 2018年9月号: electronic bk 152000425 電子ブック 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

実験医学 Vol.36 No.15 2018年増刊号: electronic bk 152000426 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.16 2018年10月号: electronic bk 152000427 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.17 2018年増刊号: electronic bk 152000428 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.18 2018年11月号: electronic bk 152000429 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.19 2018年12月号: electronic bk 152000430 電子ブック 理工

実験医学 Vol.36 No.20 2018年増刊号: electronic bk 152000431 電子ブック 理工

医療AIの夜明け : AIドクターが医者を超える日 : electronic bk 152000478 電子ブック 理工

23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア : 計算で物事を理解

する予測する : electronic bk
152000485 電子ブック 理工

MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 : electronic bk 152000486 電子ブック 理工

Pythonによるベイズ統計学入門 : electronic bk (実践Pythonライブ

ラリー)
152000487 電子ブック 理工

いやでも物理が面白くなる : 「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤

なのか? 新版, スマホ・読上 : electronic bk (ブルーバックス:B-

2091)

152000488 電子ブック 理工

しくみがわかるベイズ統計と機械学習 : electronic bk 152000489 電子ブック 理工

しくみがわかる深層学習 : electronic bk 152000490 電子ブック 理工

はじめて学ぶ大学教養地学 : electronic bk 152000491 電子ブック 理工

よみがえる非ユークリッド幾何 : electronic bk 152000492 電子ブック 理工

わかりやすいロボットシステム入門 : メカニズムから制御,システム

まで 改訂3版 : electronic bk
152000493 電子ブック 理工

カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 : electronic bk 152000495 電子ブック 理工

ガロア偉大なる曖昧さの理論 : electronic bk (大数学者の数学:8) 152000496 電子ブック 理工

クイズで学ぶ大学の物理 : たいくつな力学と波動がおもしろい : 

electronic bk (ブルーバックス:B-1328)
152000497 電子ブック 理工

スパース推定法による統計モデリング : electronic bk (統計学one 

point:6)
152000500 電子ブック 理工

バイオマス由来の高機能材料 : セルロース、ヘミセルロース、セル

ロースナノファイバー、リグニン、キチン・キトサン、炭素系材料 : 

electronic bk

152000502 電子ブック 理工

バンドギャップエンジニアリング : 次世代高効率デバイスへの挑戦 : 

electronic bk (エレクトロニクスシリーズ)
152000503 電子ブック 理工

ベイズ推定入門 : モデル選択からベイズ的最適化まで : electronic 

bk
152000505 電子ブック 理工

ポストリチウムに向けた革新的二次電池の材料開発 : electronic bk 152000506 電子ブック 理工

リチウム空気電池の最前線 : electronic bk (エレクトロニクスシ

リーズ)
152000507 電子ブック 理工

リンのはなし : 生命現象から資源・環境問題まで : electronic bk 152000508 電子ブック 理工

レベル別に学べる物理学 : カラー版 改訂版 2 : electronic bk 152000511 電子ブック 理工

レーザー微細加工 : 基礎現象と産業応用 : electronic bk 152000512 電子ブック 理工

今こそ問う水力発電の価値 : その恵みを未来に生かすために : 

electronic bk
152000514 電子ブック 理工

今日から使える統計解析 : 理論の基礎と実用の"勘どころ" 普及版 : 

electronic bk (ブルーバックス:B-2085)
152000516 電子ブック 理工

代数的統計モデル : electronic bk (理論統計学教程. 数理統計の枠組

み)
152000517 電子ブック 理工

例題でよくわかるはじめての多変量解析 : electronic bk 152000519 電子ブック 理工

例題と演習で学ぶ電気回路 第2版 : electronic bk 152000520 電子ブック 理工

例題と演習で学ぶ電気回路 第2版 続 : electronic bk 152000521 電子ブック 理工

図説わかる交通計画 : electronic bk 152000522 電子ブック 理工

基本からわかる電気電子計測講義ノート : electronic bk 152000523 電子ブック 理工

大学生のための物理入門 : electronic bk (講談社基礎物理学シリー

ズ)
152000524 電子ブック 理工



書名 資料ID 請求記号 選書部局

安定同位体を用いた餌資源・食物網調査法 : electronic bk (生態学

フィールド調査法シリーズ:6)
152000526 電子ブック 理工

実践ロボット制御 : 基礎から動力学まで : electronic bk 152000527 電子ブック 理工

数理モデル解析の講究 : electronic bk (数理生物学講義:展開編) 152000530 電子ブック 理工

数理工学の世界 : electronic bk 152000531 電子ブック 理工

数理物理学の風景 : electronic bk 152000532 電子ブック 理工

最強囲碁AIアルファ碁解体新書 : アルファ碁ゼロ対応 : 深層学習、

モンテカルロ木探索、強化学習から見たその仕組み 増補改訂版 : 

electronic bk (AI & Technology)

152000534 電子ブック 理工

次世代永久磁石の開発最前線 : 磁性の解明から構造解析、省・脱レ

アアース磁石、モータ応用まで : electronic bk
152000535 電子ブック 理工

波面の伝播と特異点 : electronic bk 152000539 電子ブック 理工

物理学者、機械学習を使う : 機械学習・深層学習の物理学への応用 : 

electronic bk
152000540 電子ブック 理工

計算代数統計 : グレブナー基底と実験計画法 : electronic bk (統計

学one point:9)
152000544 電子ブック 理工

計算機代数の基礎理論 : electronic bk 152000545 電子ブック 理工

詳解確率ロボティクス : Pythonによる基礎アルゴリズムの実装 スマ

ホ・読上 : electronic bk
152000546 電子ブック 理工

趣味で物理学 : electronic bk 152000548 電子ブック 理工

陸水環境化学 : electronic bk 152000549 電子ブック 理工

電気・電子計測 第4版 : electronic bk 152000550 電子ブック 理工

電磁気学 : electronic bk 152000551 電子ブック 理工

高次元の統計学 : electronic bk (統計学one point:11) 152000552 電子ブック 理工

交通システム 第2版 152000584 電子ブック 理工

強化学習アルゴリズム入門 : 「平均」からはじめる基礎と応用 第1

版
152000585 電子ブック 理工

電気回路入門 初版 152000592 電子ブック 理工

AI事典 第 3版 152000593 電子ブック 理工

エネルギーのはなし : 科学の眼で見る日常の疑問 1版 152000596 電子ブック 理工

化学のための数学・物理 電子書籍版, ver. 1.0 (物理化学入門シリー

ズ)
152000597 電子ブック 理工

Study abroad, second language acquisition and interculturality 

: hbk (Second language acquisition:135)
112002366 807||H96 留学生・教育文化

Interculturality, interaction and language learning : insights 

from tandem partnerships : hbk (Routledge studies in 

language and intercultural communication:6)

112002385 807||W86 留学生・教育文化

Generative deep learning : teaching machines to paint, write, 

compose, and play : pbk
112002095 007.13||F41 留学生・国際資源

Theorizing central Asian politics : the state, ideology and 

power hbk. (International political theory)
112002195 312.29||I68 留学生・国際資源

An introduction to the English school of international relations 

: the societal approach
112002280 319||B97 留学生・国際資源

The world : a brief introduction 112002370 319||H11 留学生・国際資源

A theory of global governance : authority, legitimacy, and 

contestation : hbk
112002339 329.3||Z7 留学生・国際資源

Getting to know ArcGIS pro 2.6 112002282 448.9||L41 留学生・国際資源

Getting to know ArcGIS pro 2.6 112002283 448.9||L41 留学生・国際資源

Getting to know ArcGIS pro 2.6 112002284 448.9||L41 留学生・国際資源

A manual of practical laboratory and field techniques in 

palaeobiology
112002196 457.075||G82 留学生・国際資源

The energy security dilemma : US policy and practice : hbk 112002365 501.6||B38 留学生・国際資源

International energy and poverty : the emerging contours : 

hbk (Routledge studies in energy policy)
112002364 501.6||G95 留学生・国際資源

The languages of Japan : hard (Cambridge language surveys) 112002344 810||Sh18 留学生・国際資源



書名 資料ID 請求記号 選書部局

Generative deep learning : teaching machines to paint, write, 

compose, and play e-book
152000373 電子ブック 留学生・国際資源

Precarious Japan 152000374 電子ブック 留学生・国際資源

Millennial monsters : Japanese toys and the global imagination 

(Asia--local studies/global themes ;:13)
152000435 電子ブック 留学生・国際資源

留学生のためのWord 2019ワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:49)
152000443 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのWord 2019ワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:49)
152000444 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのWord 2019ワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:49)
152000445 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのPowerPoint 2016 ワークブック : ステップ30 (情報

演習:42)
152000449 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのPowerPoint 2016 ワークブック : ステップ30 (情報

演習:42)
152000450 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのPowerPoint 2016 ワークブック : ステップ30 (情報

演習:42)
152000451 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのExcel 2016ワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:39)
152000452 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのExcel 2016ワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:39)
152000453 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのExcel 2016ワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:39)
152000454 007.63||M||A26 留学生・理工

留学生のためのPython「基礎編」ワークブック : ステップ30 : ルビ

付き (情報演習:43)
152000455 007.64||Py||Ta73 留学生・理工

留学生のためのPython「基礎編」ワークブック : ステップ30 : ルビ

付き (情報演習:43)
152000456 007.64||Py||Ta73 留学生・理工

留学生のためのJavaScriptワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:48)
152000457 007.645||A26 留学生・理工

留学生のためのJavaScriptワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:48)
152000458 007.645||A26 留学生・理工

留学生のためのJavaScriptワークブック : ステップ30 : ルビ付き 

(情報演習:48)
152000459 007.645||A26 留学生・理工

Generalized linear models 2nd ed (Monographs on statistics 

and applied probability:37)
112002363 417||Ma13 留学生・理工

Two-phase flow, boiling, and condensation in conventional and 

miniature systems 2nd ed : hardback
112002343 423.8||G39 留学生・理工

化学のための数学・物理 (物理化学入門シリーズ) 112001881 430.7||Ko76 留学生・理工

錯体・各論編 (例題で学ぶはじめての無機化学:1) 112001722 435||Y43 留学生・理工

How to lie with maps 3rd ed : pbk 112002427 448.9||Mo33 留学生・理工

Multiphase flow in permeable media : a pore-scale perspective 112002294 501.23||B59 留学生・理工

Vibration with control 2nd ed : hbk 112002276 501.24||I54 留学生・理工

Materials science and engineering : an introduction 10th ed, 

global ed, SI ver : pbk
112002371 501.4||C13 留学生・理工

Hydrogen energy : economic and social challenges pbk. 112002384 501.6||E42 留学生・理工

Nonlinear mechanics of reinforced concrete 112002368 511.7||Ma27 留学生・理工

Space tethers and space elevators : hbk 112002420 538.9||V26 留学生・理工

Directional solidification of steel castings 112002521 566.1||W81 留学生・理工

Public transportation systems : principles of system design, 

operations planning and real-time control : hc
112002090 681.8||D13 留学生・理工

Surface and Ground Water, Weathering, and Soils : Treatise 

on Geochemistry, Second Edition, Volume 5. 2nd ed. 

electronic bk. (Treatise on Geochemistry)

152000461 電子ブック 留学生・理工

X-ray absorption spectroscopy for the chemical and materials 

sciences : electronic bk
152000462 電子ブック 留学生・理工


