
書名 資料ID 請求記号 選定部局

幕末の学問・思想と政治運動 : 気吹舎の学事と周旋 112101362 121.52||A43 教育文化

図説・標準哲学史 112101472 130.2||N99 教育文化

生命 (ゼーレ) の哲学 : 知の巨人フェヒナーの数奇なる生涯 112101821 134.7||I92 教育文化

生命 (ゼーレ) の哲学 : 知の巨人フェヒナーの数奇なる生涯 112101822 134.7||I92 教育文化

生命 (ゼーレ) の哲学 : 知の巨人フェヒナーの数奇なる生涯 112101823 134.7||I92 教育文化

フーコーの言説 : 「自分自身」であり続けないために (筑摩選

書:0169)
112101503 135.57||Sh64 教育文化

P-Fスタディアセスメント要領 112102267 140.7||H41 教育文化

P-Fスタディ解説 2020年版 112102203 140.7||R72||2020 教育文化

描画テスト 112101558 140.7||Ta33 教育文化

描画テスト 112101559 140.7||Ta33 教育文化

描画テスト 112101560 140.7||Ta33 教育文化

音響・音楽心理学 (シリーズ心理学と仕事:19) 112101410 141.22||N34 教育文化

ファスト&スロー : あなたの意思はどのように決まるか? 上 (ハ

ヤカワ文庫:NF 410-411)
112101374 141.8||Ka19||v.1 教育文化

ファスト&スロー : あなたの意思はどのように決まるか? 下 (ハ

ヤカワ文庫:NF 410-411)
112101404 141.8||Ka19||v.2 教育文化

方法論的意識をめぐって (面接法:2) 112101827 146.3||Ku33||v.2 教育文化

産業・組織心理学 : 個人と組織の心理学的支援のために (公認

心理師の基本を学ぶテキスト:20)
112101367 146.89||Ka91||v.20 教育文化

大正史講義 (ちくま新書:1589) 112101566 210.69||Ts93 教育文化

広開土王碑との対話 (白帝社アジア史選書:010) 112101720 221.035||Ta59 教育文化

近代朝鮮の政治文化と民衆運動 : 日本との比較 112102075 221.05||C52 教育文化

史記列伝抄 112102114 222.01||Mi88 教育文化

Celluloid colony : locating history and ethnography in early 

Dutch colonial films of Indonesia
112102155 224||R19 教育文化

大月氏 : 中央アジアに謎の民族を尋ねて 第2版 : 新装版 (東方

選書:38)
112101815 229.6||O17 教育文化

ヨーロッパとイスラーム世界 (世界史リブレット:58) 112101370 230||Ta56 教育文化

西洋中世の罪と罰 : 亡霊の社会史 (講談社学術文庫:[2103]) 112101490 230.4||A12 教育文化

ヨーロッパの中世 112101553 230.4||Ka59 教育文化

世界システム論講義 : ヨーロッパと近代世界 (ちくま学芸文

庫:[カ39-1])
112101637 230.5||Ka94 教育文化

バイユーの綴織 (タペストリ) を読む : 中世のイングランドと環

海峡世界
112101447 233.04||Ts86 教育文化

東條英機 : 「独裁者」を演じた男 (文春新書:1273) 112101474 289.1||To27 教育文化

都道府県ふるさとじまん図鑑 112101365 291||Ka31 教育文化

田園のイングランド : 歴史と文学でめぐる四八景 112101864 293.33||U77 教育文化

ラップランドの自然と人 : リンネのフィールドノートから 112101768 293.89||L64 教育文化

韓国現地からの報告 : セウォル号事件から文在寅政権まで (ち

くま新書:1483)
112101428 302.21||I89 教育文化

EU政治論 : 国境を越えた統治のゆくえ (有斐閣ストゥディア) 112101482 312.3||I33 教育文化

地域経営のための「新」ファイナンス : 「ふるさと納税」と

「クラウドファンディング」のインパクト
112101400 318||H81 教育文化

法解釈入門 : 「法的」に考えるための第一歩 第2版 112101504 321||Y44 教育文化

日本法史から何がみえるか : 法と秩序の歴史を学ぶ 112101588 322.1||Ta55 教育文化

コロナの憲法学 112101409 323.01||O12 教育文化

ガイドブックドイツの憲法判例 112101246 323.34||Su96 教育文化

行政法visual materials 第2版 112101546 323.9||Ta33 教育文化

不法行為法における法と社会 : JR東海事件から考える (民法研

究レクチャーシリーズ)
112101782 324.55||Se16 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

非行からの「立ち直り」とは何か : 少年院教育と非行経験者の

語りから
112101502 327.85||Ts91 教育文化

Basic economics : a common sense guide to the economy 

5th ed : hardcover
112102349 331||So93 教育文化

Economic facts and fallacies 2nd ed. : pbk 112102350 331||So93 教育文化

人新世の「資本論」 (集英社新書:1035A) 112101523 331.6||Sa25 教育文化

Wealth, poverty and politics Rev. and enl. ed : hardcover 112102353 331.85||So93 教育文化

Why nations fail : the origins of power, prosperity, and 

poverty : [pbk.]
112102647 332||A15 教育文化

シン・日本経済入門 (日経文庫:1436:A93) 112101577 332.107||F57 教育文化

Discrimination and disparities Rev. and  enl. ed : 

hardcover
112102273 333||So93 教育文化

こどもSDGs : なぜSDGsが必要なのかがわかる本 112101422 333.8||B28 教育文化

イノベーションとPPP (公民連携白書:2017-2018) 112101845 335.7||Ko64||2017/18 教育文化

イノベーションとPPP (公民連携白書:2017-2018) 112101846 335.7||Ko64||2017/18 教育文化

Games, strategies and managers : pbk (Oxford 

paperbacks)
112102575 336.1||Ma22 教育文化

必ず相手を納得させる図解ロジカル・プレゼンテーション 第2

版 (B&Tブックス)
112102118 336.49||Ka98 教育文化

文学から読み解く信託 : フィデューシャリーの起源の探索 112101349 338.8||To62 教育文化

信託の世界史 : 10のテーマで学ぶ信託とフィデューシャリー・

デューティーの起源
112101728 338.8||To62 教育文化

A conflict of visions : ideological origins of political 

struggles Rev. ed. : pbk
112102274 361.3||So93 教育文化

共生社会の異文化間コミュニケーション : 新しい理解を求めて 112101315 361.45||H81 教育文化

書き取りシステム1800・1900 112101625 361.453||Ki79 教育文化

ことばと文化 第2版 (異文化理解とコミュニケーション:1) 112101262 361.5||H85||v.1 教育文化

人間と組織 第2版 (異文化理解とコミュニケーション:2) 112101268 361.5||H85||v.2 教育文化

環境社会学入門 : 持続可能な未来をつくる (ちくま新書:1588) 112101265 361.7||H36 教育文化

日本の農村 : 農村社会学に見る東西南北 (ちくま新書:1573) 112101309 361.76||H95 教育文化

おとなのための住まい力 : 知識・経験・リテラシー (住総研住

まい読本)
112101710 365.3||J98 教育文化

ドイツの空き家問題と都市・住宅政策 112101670 365.3||N71 教育文化

「仮住まい」と戦後日本 : 実家住まい・賃貸住まい・仮設住ま

い
112101257 365.31||H69 教育文化

マイホームの彼方に : 住宅政策の戦後史をどう読むか 112101663 365.31||H69 教育文化

老後レス社会 : 死ぬまで働かないと生活できない時代 (祥伝社

新書:622)
112101438 366.28||A82 教育文化

日本で働く : 外国人労働者の視点から 112101505 366.89||I89 教育文化

ジェンダー・トラブル : フェミニズムとアイデンティティの攪

乱 : 新装版
112101590 367.1||B96 教育文化

彼女の「正しい」名前とは何か : 第三世界フェミニズムの思想 

: 新装版
112101763 367.1||O36 教育文化

離婚の経済学 : 愛と別れの論理 (講談社現代新書:2570) 112101408 367.4||Ta13 教育文化

保育士をめざす人の社会福祉 9訂 112102145 369||A26 教育文化

自治体災害対策の基礎 (地方自治・実務入門シリーズ) 112101522 369.3||C42 教育文化

街からの伝言板 : 次の地震に遭う人に、どんな伝言を残します

か
112101700 369.31||Ma61 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

児童養護施設の生活環境のダイナミクス : 家庭で暮らせない子

どもの育ちと職員の実践
112101518 369.43||Y24 教育文化

流行に踊る日本の教育 112101667 370.4||I75 教育文化

ポストコロナと教育 : 上越教育大学の実践と考察 112101344 370.4||J59 教育文化

新たな挑戦 (まんがで知る未来への学び:3) 112101684 370.4||Ma26||v.3 教育文化

実践「教育相談」個人と集団を伸ばす最強のクラス作り 112102070 371.43||W46 教育文化

実践「教育相談」個人と集団を伸ばす最強のクラス作り 112102071 371.43||W46 教育文化

教室における政治的中立性 : 論争問題を扱うために 112101748 372.53||H53 教育文化

専門教科高校理科 2023年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採

用試験対策ステップアップ問題集:6)
152100279 373.7||To46||2023 教育文化

専門教科中学理科 2023年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採

用試験対策ステップアップ問題集:5)
152100281 373.7||To46||2023 教育文化

教師の学習と成長 : 人間教育を実現する教育指導のために (シ

リーズ・人間教育の探究:5)
112101606 374.3||A81 教育文化

実例図解5日でわかる!板書 : 読みやすい字の書き方&板書計画 : 

教師をめざす人、板書が苦手な方へ! (学校実用)
112102061 374.35||Ke45 教育文化

学校保健の動向 令和2年度版 112101281 374.9||N71||2020 教育文化

リフレクションを学ぶ!リフレクションで学ぶ! 112101516 375.1||Ka37 教育文化

子どもと教師の未来を拓く総合戦略55 : アクティブ・ラーニン

グからGIGAスクールまで
112101466 375.1||Mu44 教育文化

資質・能力を育成する授業づくり : 指導と評価の一体化を通し

て
112101461 375.1||Ta84 教育文化

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小

学校 外国語・外国語活動
112101381 375.17||Ko49 教育文化

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小

学校 算数
112101433 375.17||Ko49 教育文化

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中

学校数学
112101507 375.17||Ko49 教育文化

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小

学校 図画工作
112102018 375.17||Ko49 教育文化

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中

学校美術
112102024 375.17||Ko49 教育文化

学習評価 112101642 375.17||Ta82 教育文化

「生きる力」を育む総合的な学習の時間 : 自己創造・社会創造

へつながる理論と実践
112101796 375.189||Ta93 教育文化

メディア・リテラシーの教育論 : 知の継承と探究への誘い 112101414 375.19||N33 教育文化

GIGAスクール・マネジメント : 「ふつうの先生」がICTを「当

たり前」に使う最先端自治体のやり方ぜんぶ見た。
112101494 375.199||Sa85 教育文化

社会科教育学研究法ハンドブック 112101803 375.3||Ku81 教育文化

歴史教育の比較史 112101412 375.32||Ko73 教育文化

新しい歴史教育論の構築に向けた日独歴史意識研究 : 構成的意

味形成を図る日本史授業開発のために
112102044 375.32||U96 教育文化

道徳的諸価値の探究 : 「考え, 議論する」道徳のために 112101541 375.353||Sa93 教育文化

理科大好き!の子どもを育てる : 心理学・脳科学者からの提言 112101363 375.4||Mu93 教育文化

理科大好き!の子どもを育てる : 心理学・脳科学者からの提言 112101364 375.4||Mu93 教育文化

ICTで変わる数学的探究 : 次世代の学びを成功に導く7つの条件 

: to2030「ICTを使うだけの授業」から使いこなす授業へ!
112101283 375.41||I27 教育文化

指導と学習の国際比較 : よりよい数学授業の実践に向けて : 

OECDグローバル・ティーチング・インサイト(GTI)授業ビデオ

研究報告書

112101330 375.41||Ko49 教育文化

算数・数学授業研究ハンドブック 112101302 375.41||N71 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

初等科数学科教育学序説 : 杉山吉茂教授講義筆記 112102074 375.412||Su49 教育文化

初等科数学科教育学序説 : 杉山吉茂教授講義筆記 112102107 375.412||Su49 教育文化

理科教育学 : 教師とこれから教師になる人のために 112102123 375.42||H43 教育文化

理科教育学 : 教師とこれから教師になる人のために 112102124 375.42||H43 教育文化

理科教育学 : 教師とこれから教師になる人のために 112102263 375.42||H43 教育文化

野外自然体験学習と理科教育 : よりよい指導のために 112102122 375.42||Mi83 教育文化

理科教育学概論 : 理科教師をめざす人のために 112102265 375.42||N93 教育文化

知識とスキルがアップする小学校教員と教育学部生のための理

科授業の理論と実践 : 新学習指導要領の実現に向けて
112102062 375.422||F65 教育文化

知識とスキルがアップする小学校教員と教育学部生のための理

科授業の理論と実践 : 新学習指導要領の実現に向けて
112102063 375.422||F65 教育文化

知識とスキルがアップする小学校教員と教育学部生のための理

科授業の理論と実践 : 新学習指導要領の実現に向けて
112102064 375.422||F65 教育文化

体育科教育学研究ハンドブック 112101270 375.49||N71 教育文化

ペア・グループの力でみんな泳げる!水泳指導アイデア事典 (体

育科授業サポートBOOKS)
112101746 375.492||N22 教育文化

中学校ダンス指導のコツ : オールカラー版 (ナツメ教育書ブッ

クス)
112102121 375.493||Ki24 教育文化

新3観点の学習評価完全ガイドブック中学校保健体育 : 評価事

例&評価規準例が満載!
112101780 375.493||Sa85 教育文化

国語科書写の理論と実践 112102051 375.73||Z3 教育文化

音楽教育実践学事典 : 学校音楽の理論と実践をつなぐ 112101333 375.76||N71 教育文化

あたらしい国語科指導法 6訂版 112101808 375.8||Sh18 教育文化

物語・小説「読み」の授業のための教材研究 : 「言葉による見

方・考え方」を鍛える教材の探究
112102251 375.85||A12 教育文化

物語・小説「読み」の授業のための教材研究 : 「言葉による見

方・考え方」を鍛える教材の探究
112102252 375.85||A12 教育文化

小・中学校で取り組むはじめてのCLIL授業づくり 112101316 375.893||Ka77 教育文化

小学校外国語教育の指導と評価 112102336 375.893||N49 教育文化

フォーカス・オン・フォームを取り入れた英文法指導ワーク&

パフォーマンス・テスト 中学2年 (授業をグーンと楽しくする

英語教材シリーズ:42-44)

112101290 375.893||Sa85||v.2 教育文化

フォーカス・オン・フォームを取り入れた英文法指導ワーク&

パフォーマンス・テスト 中学3年 (授業をグーンと楽しくする

英語教材シリーズ:42-44)

112101325 375.893||Sa85||v.3 教育文化

10代と語る英語教育 : 民間試験導入延期までの道のり (ちくま

プリマー新書:357)
112101811 375.893||To67 教育文化

保育実践へのエコロジカル・アプローチ : アフォーダンス理論

で世界と出会う
112101564 376.1||Y31 教育文化

レッジョ・エミリアと対話しながら : 知の紡ぎ手たちの町と学

校
112101448 376.11||R45 教育文化

幼児期における運動発達と運動遊びの指導 : 遊びのなかで子ど

もは育つ
112101427 376.157||Su34 教育文化

リベラル・アーツとは何か : その歴史的系譜 112102164 377.15||O26 教育文化

学生のためのワークルール入門 : アルバイト・インターンシッ

プ・就活でトラブルにならないために 第3版
112101391 377.9||D83 教育文化

オンラインとオフラインで考える特別支援教育 112101585 378||G94 教育文化

オンラインとオフラインで考える特別支援教育 112101586 378||G94 教育文化

キーワードで読み解く特別支援教育・障害児保育&教育相談・

生徒指導・キャリア教育 : 教職課程コアカリキュラム対応版
112101764 378||H38 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

キーワードで読み解く特別支援教育・障害児保育&教育相談・

生徒指導・キャリア教育 : 教職課程コアカリキュラム対応版
112101765 378||H38 教育文化

特別支援教育における「学びの連続性」の理論と実際 : 特別支

援教育の推進からインクルーシブ教育の構築へ
112102023 378||Ki15 教育文化

特別支援教育における「学びの連続性」の理論と実際 : 特別支

援教育の推進からインクルーシブ教育の構築へ
112102154 378||Ki15 教育文化

学びのニーズに応える確かな実践のために (特別支援教育にお

けるICFの活用:Part3)
112101792 378||Ko49 教育文化

学びのニーズに応える確かな実践のために (特別支援教育にお

けるICFの活用:Part3)
112101793 378||Ko49 教育文化

実践に生かす障害児保育・特別支援教育 112101730 378||Ma26 教育文化

実践に生かす障害児保育・特別支援教育 112101731 378||Ma26 教育文化

特別支援学校学習指導要領解説 知的障害者教科等編 : 上(高等

部)
112101687 378||Mo31||2019-1 教育文化

特別支援学校学習指導要領解説 知的障害者教科等編 : 下(高等

部)
112101688 378||Mo31||2019-2 教育文化

特別支援学校学習指導要領の基本用語辞典 112102125 378||O62 教育文化

特別支援学校学習指導要領の基本用語辞典 112102262 378||O62 教育文化

イラストでわかる特別支援教育サポート事典 : 「子どもの困っ

た」に対応する99の実例
112101569 378||Sa76 教育文化

イラストでわかる特別支援教育サポート事典 : 「子どもの困っ

た」に対応する99の実例
112101570 378||Sa76 教育文化

子どもの発達障害事典 新版 112101454 378.8||H31 教育文化

中世兵士の服装 : 中世ヨーロッパを完全再現! 112101471 383.1||E52 教育文化

サイエンス5000年史 : 人類の知の歴史をたどる旅へ 112101279 402||C94 教育文化

Values in science education : the shifting sands 112102049 407||C88 教育文化

今、なぜ和算なのか 112102045 410.7||Ta82 教育文化

Scilab入門講座 : 科学や工学分野の数値計算がやさしく学べる 112102167 418.1||A31 教育文化

ゆらぎと相転移 112101568 428||Mi83 教育文化

Chemistry : an introduction to organic, inorganic and 

physical chemistry 4th ed : pbk
112102119 430||H96 教育文化

生態学 : 基礎から保全へ 112101767 468||W44 教育文化

正解は一つじゃない子育てする動物たち 112101475 481.78||Sa25 教育文化

標準精神医学 第8版 (Standard textbook) 112101424 493.7||O96 教育文化

心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 (新潮選書) 112101538 493.7||Sa25 教育文化

心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 (新潮選書) 112101539 493.7||Sa25 教育文化

心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 (新潮選書) 112101540 493.7||Sa25 教育文化

シンプル衛生公衆衛生学 2021 112101854 498||Sh69||2021 教育文化

コロナ対策禍の国と自治体 : 災害行政の迷走と閉塞 (ちくま新

書:1575)
112101469 498.6||Ka44 教育文化

液体 : この素晴らしく、不思議で、危ないもの 112101274 501.4||Mi48 教育文化

エネルギー400年史 : 薪から石炭、石油、原子力、再生可能エ

ネルギーまで
112101304 501.6||R31 教育文化

科学的に見るSDGs時代のごみ問題 112101418 518.52||Ma88 教育文化

エコロジカル・フットプリント : 地球環境持続のための実践プ

ランニング・ツール
112101462 519||W11 教育文化

ゴシックの匠 : ウィトルウィウス建築書とルネサンス 112101299 523.04||G88 教育文化

フォルテピアノ : 19世紀ウィーンの製作家と音楽家たち 

(Booksウト)
112101336 582.7||Ts93 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

道の駅の経済学 : 地域社会の振興と経済活性化 112101994 601.1||Ma85 教育文化

単位は進化する : 究極の精度をめざして (DOJIN選書:78) 112101318 609||Y62 教育文化

単位は進化する : 究極の精度をめざして (DOJIN選書:78) 112101319 609||Y62 教育文化

小売の未来 : 新しい時代を生き残る10の「リテールタイプと消

費者の問いかけ」
112102017 673.7||St5 教育文化

認知症鉄道事故裁判 : 閉じ込めなければ、罪ですか? 112101583 686.7||Ta34 教育文化

Vision in motion 112101971 701||Mo17 教育文化

聖母の美術全史 : 信仰を育んだイメージ (ちくま新書:1578) 112101389 702.099||Mi83 教育文化

絵画の力学 112101709 704||Sa98 教育文化

NHK8Kルーブル美術館 : 美の殿堂の500年 112101592 706.9||Ko31 教育文化

アートがひらく地域のこれから : クリエイティビティを生かす

社会へ
112101248 709.1||N92 教育文化

静物画のスペクタクル : オランダ美術にみる鑑賞者・物質性・

脱領域
112101621 723.359||O96 教育文化

フェルメールと天才科学者 : 17世紀オランダの「光と視覚」の

革命
112101280 723.359||Sn 教育文化

クロマトピア : 色の世界 : 写真で巡る色彩と顔料の歴史 112101269 757.3||C84 教育文化

伊英独仏音楽用語辞典 112101331 760.33||Sh67 教育文化

これで納得!よくわかる音楽用語のはなし : イタリアの日常会話

から学ぶ
112101850 760.4||Se24 教育文化

ものがたり日本音楽史 (岩波ジュニア新書:909) 112102109 762.1||To38 教育文化

チャールズ・バーニー音楽見聞録 フランス・イタリア篇 112101573 762.3||B93 教育文化

ジャズ音楽の鑑賞 : 日本初のジャズ評論集 復刻版 112101313 764.7||N93 教育文化

アメリカン・ミュージカルとその時代 112101397 775.4||H54 教育文化

アスリートのメンタルは強いのか? (犀の教室) 112101254 780.14||A62 教育文化

スポーツ選手のためのアドラー心理学 : スポーツ心理学のフロ

ンティア
112101311 780.14||U14 教育文化

体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学 (体育・

スポーツ・健康科学テキストブックシリーズ)
112101704 780.19||Ta19 教育文化

栄養・スポーツ系の運動生理学 112101745 780.193||Mi39 教育文化

基礎から身につく陸上競技 (陸上競技指導教本アンダー16・19:

初級編)
112101305 782||N71 教育文化

レベルアップの陸上競技 (陸上競技指導教本アンダー16・19:上

級編)
112101323 782||N71 教育文化

日本武道の武術性とは何か : サピエンスと生き抜く力 112101799 789||Sh91 教育文化

嘉納治五郎 : オリンピックを日本に呼んだ国際人 (潮文庫:さ-

4)
112101264 789.2||Sa61 教育文化

Compositionality in formal semantics : selected papers : 

pbk (Explorations in semantics:1)
112102207 801.2||P25 教育文化

中国の窓 : 真実の隣国を知ろう 新版 (中国語中級講読テキスト) 112101852 827.7||Mu48 教育文化

読んでみよう韓国語 : 中級読解コース 112101805 829.1||Ki41 教育文化

絵で学ぶ上級への韓国語文法 112101829 829.15||Ki41 教育文化

Le français au quotidien 改訂版 2 112101818 850.7||N99 教育文化

À la page 2021 : variétés françaises 112101797 857||Sa16||2021 教育文化

モダンドラマの冒険 (人文学のフロンティア : 大阪市立大学人

文選書:5)
112101543 902.2||O17 教育文化

シェイクスピア伝 112101724 932.5||A15 教育文化

暗い世界 : ウェールズ短編集 112101678 933.78||Ko76 教育文化

ドイツ文学の道しるべ : ニーベルンゲンから多和田葉子まで 

(シリーズ・世界の文学をひらく:1)
112101632 940.2||H41 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

カフカ : マイナー文学のために : 新訳 (叢書・ウニベルシタ

ス:1068)
112101623 940.28||D55 教育文化

ファウスト 改版 第1部 (新潮文庫:1793-1794, ケ-1-3, ケ-1-

4)
112101463 942.6||G56||v.1 教育文化

変身 107刷改版 (新潮文庫:393, カ-1-1) 112101406 943.7||Ka15 教育文化

優等生/バルバラ/立身出世/サヴォイ・ホテル/曇った鏡/ツィ

パーとその父 (ヨーゼフ・ロート小説集:1)
112101192 943.7||R74||v.1 教育文化

ヨブ : ある平凡な男のロマン/タラバス : この世の客 (ヨーゼ

フ・ロート小説集:2)
112101969 943.7||R74||v.2 教育文化

ヨーゼフ・ロート : ウクライナ・ロシア紀行 112101488 945||R74 教育文化

アンネの日記 増補新訂版 (文春文庫:[フ-1-4]) 112101479 949.3||F44 教育文化

セザール・ビロトー : ある香水商の隆盛と凋落 (バルザック

「人間喜劇」セレクション:第2巻)
112101802 953.6||B16||v.2 教育文化

金融小説名篇集 (バルザック「人間喜劇」セレクション:第7巻) 112101828 953.6||B16||v.7 教育文化

従兄ポンス : 収集家の悲劇 (バルザック「人間喜劇」セレク

ション:第13巻)
112101840 953.6||B16||v.13 教育文化

イワン・イリッチの死 改版(第33刷) (岩波文庫:374, 赤(32)-

619-3)
112101996 983||To47 教育文化

Science Education : An International Course Companion. 

electronic bk. (New Directions in Mathematics and Science 

Education Ser.)

152100162 電子ブック 教育文化

Science education in theory and practice : an introductory 

guide to learning theory e-book (Springer Texts in 

Education)

152100202 電子ブック 教育文化

科学的に見るSDGs時代のごみ問題 : electronic bk 152100246 電子ブック 教育文化

流行に踊る日本の教育 : electronic bk 152100383 電子ブック 教育文化

学習評価 : electronic bk 152100384 電子ブック 教育文化

資質・能力を育成する授業づくり : 指導と評価の一体化を通し

て : electronic bk
152100385 電子ブック 教育文化

EU政治論 : 国境を越えた統治のゆくえ : electronic bk (有斐閣

ストゥディア)
152100418 電子ブック 教育文化

ゆらぎと相転移 : electronic bk 152100421 電子ブック 教育文化

メディア・リテラシーの教育論 : 知の継承と探究への誘い : 

electronic bk
152100427 電子ブック 教育文化

地域経営のための「新」ファイナンス : 「ふるさと納税」と

「クラウドファンディング」のインパクト : electronic bk
152100432 電子ブック 教育文化

大月氏 : 中央アジアに謎の民族を尋ねて 第2版 新装版 : 

electronic bk (東方選書:38)
152100433 電子ブック 教育文化

幕末の学問・思想と政治運動 : 気吹舎の学事と周旋 : 

electronic bk
152100437 電子ブック 教育文化

新たな挑戦 : electronic bk (まんがで知る未来への学び:3) 152100442 電子ブック 教育文化

Compositionality in formal semantics : selected papers of 

Barbara Partee : electronic bk (Explorations in semantics)
152100487 電子ブック 教育文化

Values in science education : the shifting sands e-book 152100488 電子ブック 教育文化

Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and 

Poverty : electronic bk
152100489 電子ブック 教育文化

Celluloid Colony : Locating History and Ethnography in 

Early Dutch Colonial Films of Indonesia : electronic bk
152100490 電子ブック 教育文化



書名 資料ID 請求記号 選定部局

子育て支援が日本を救う : 政策効果の統計分析 : electronic bk 152100578 電子ブック 教育文化

性暴力被害者への支援 : 臨床実践の現場から 112101754 146.8||Ko75 教養基礎・医学

時給思考 : 1時間で10倍の成果を生み出す最強最速スキル 112101356 159.4||Ka43 教養基礎・医学

「たった1人」に選ばれる話し方 : しゃべりは下手でいい!「共

感ストーリー」が心を動かす
112101380 336.49||Ma88 教養基礎・医学

DV加害者プログラム・マニュアル 112101729 367.1||R47 教養基礎・医学

性暴力被害の実際 : 被害はどのように起き,どう回復するのか 112101610 368.6||Sa25 教養基礎・医学

子どもを虐待から守る科学 : アセスメントとケアのエビデンス 112101722 369.4||H32 教養基礎・医学

虐待を受けた子どものアセスメントとケア : 心理・福祉領域か

らの支援と協働
112102210 369.4||U58 教養基礎・医学

子どもの貧困調査 : 子どもの生活に関する実態調査から見えて

きたもの
112101595 369.4||Y38 教養基礎・医学

いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのQ&A100 : ス

クールソーシャルワーカーの実践から
112101635 371.43||I97 教養基礎・医学

大学4年間で絶対やっておくべきこと : なんとなく卒業しない

ための50のルール 改訂版
112101464 377.9||Mo51 教養基礎・医学

医師・医学生のための人類学・社会学 : 臨床症例/事例で学ぶ 112102069 498||I26 教養基礎・医学

化学反応 : 物質の変化を式で表してみよう! : electronic bk (人

体を学ぶための理科. 化学編:vol.2)
152100195 電子ブック 教養基礎・医学

原子 : 生命の源、原子と化学記号 : electronic bk (人体を学ぶ

ための理科. 化学編:vol.1)
152100196 電子ブック 教養基礎・医学

基本がわかる漢方医学講義 : electronic bk 152100197 電子ブック 教養基礎・医学

大学生のための失敗しない大人のマナー : electronic bk (大学

生活+2 (ジュウジツ) 選書)
152100198 電子ブック 教養基礎・医学

大学生活マネジメント・ブック : electronic bk (大学生活+2 

(ジュウジツ) 選書)
152100199 電子ブック 教養基礎・医学

酸と塩基 : 酸って何!?塩基って何!? : electronic bk (人体を学

ぶための理科. 化学編:vol.3)
152100200 電子ブック 教養基礎・医学

医療的ケア児・者在宅医療マニュアル : electronic bk 152100309 電子ブック 教養基礎・医学

IBM Quantumで学ぶ量子コンピュータ : PythonとQiskitでプ

ログラミング!!
112101252 007.1||Mi39 教養基礎・教育

プロトコル : 脱中心化以後のコントロールはいかに作動するの

か
112101521 007.3||G17 教養基礎・教育

事例でわかる情報モラル : 30テーマ 2021 112101769 007.3||J51||2021 教養基礎・教育

ディジタル作法 : カーニハン先生の「情報」教室 112102030 007.6||Ke57 教養基礎・教育

ちくま評論選 : 高校生のための現代思想エッセンス 2訂版 112101276 041||I94 教養基礎・教育

ちくま評論入門 : 高校生のための現代思想ベーシック 改訂版 112101328 041||I94 教養基礎・教育

科学史人物事典 : 150のエピソードが語る天才たち (中公新

書:2204)
112102120 081||C64||2204 教養基礎・教育

14歳からの哲学 : 考えるための教科書 112101343 104||I32 教養基礎・教育

哲学の世界へようこそ。 : 答えのない時代を生きるための思考

法
112101247 104||O42 教養基礎・教育

90分でわかるアリストテレス 112101396 131.4||St8 教養基礎・教育

90分でわかるアリストテレス 112101781 131.4||St8 教養基礎・教育

肉の告白 (性の歴史:4) 112101267 135.57||F42||v.4 教養基礎・教育

新動機づけ研究の最前線 112101271 141.72||U31 教養基礎・教育

大図鑑コードの秘密 : 世界に隠されたメッセージを読み解く 112101489 204||L97 教養基礎・教育

女と男の大奥 : 大奥法度を読み解く (歴史文化ライブラ

リー:528)
112101624 210.5||F74 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選定部局

開国日本と横浜中華街 (あじあブックス:045) 112101293 213.7||N83 教養基礎・教育

上海 : 都市生活の現代史 (風響社あじあブックス:3) 112101717 222.21||I94 教養基礎・教育

中世ヨーロッパ生活誌 112101091 230.4||D55 教養基礎・教育

英国流旅の作法 : グランド・ツアーから庭園文化まで (講談社

学術文庫:[2619])
112101258 233.06||N34 教養基礎・教育

火の海の墓標 : ある<アジア主義者>の流転と帰結 112102132 289.1||I14 教養基礎・教育

家老の忠義 : 大名細川家存続の秘訣 (歴史文化ライブラ

リー:519)
112101647 289.1||Ma77 教養基礎・教育

徳川忠長 : 兄家光の苦悩、将軍家の悲劇 (歴史文化ライブラ

リー:527)
112101600 289.1||To36 教養基礎・教育

地域情報の旅 (ジオとグラフィーの旅:6) 112101278 290||To79 教養基礎・教育

Numbers don't lie : 世界のリアルは「数字」でつかめ! 112101467 304||Sm4 教養基礎・教育

日本政治史講義 : 通史と対話 112101596 312.1||Mi25 教養基礎・教育

コミュニティマネジメント : つながりを生み出す場、プロセ

ス、組織
112101988 318.6||Sa31 教養基礎・教育

法学入門 112101629 321||Sh91 教養基礎・教育

フォーカス憲法 : 事例から学ぶ憲法基盤 112101831 323.14||Ka86 教養基礎・教育

憲法を読み解く 112101382 323.14||Sh22 教養基礎・教育

アメリカ人が驚く日本法 112101682 324.5||H56 教養基礎・教育

監獄の誕生 : 監視と処罰 : 新装版 112102157 326.4||F42 教養基礎・教育

監獄の誕生 : 監視と処罰 : 新装版 112102158 326.4||F42 教養基礎・教育

日本社会の移民第二世代 : エスニシティ間比較でとらえる

「ニューカマー」の子どもたちの今 (世界人権問題叢書:103)
112101314 334.41||Sh49 教養基礎・教育

考える経営学 (有斐閣ストゥディア) 112101481 335.1||N32 教養基礎・教育

経営社会学その視座と現代 112101282 335.1||N97 教養基礎・教育

これからの「共生社会」を考える : 多様性を受容するインク

ルーシブな社会づくり
112101300 361.3||N71 教養基礎・教育

社会学 (3STEPシリーズ:1) 112102058 361||Y97 教養基礎・教育

日本社会のしくみ : 雇用・教育・福祉の歴史社会学 (講談社現

代新書:2528)
112101332 362.1||O26 教養基礎・教育

若者支援の日英比較 : 社会関係資本の観点から 112101327 366.29||I57 教養基礎・教育

子どもへの視角 : 新しい子ども社会研究 112101738 367.6||Mo86 教養基礎・教育

学ぶ・教える (シリーズ人間科学:4) 112101256 370.4||N46 教養基礎・教育

社会と教育 (教職教養講座:第12巻) 112102000 371.3||I52 教養基礎・教育

子どもの貧困と「ケアする学校」づくり : カリキュラム・学習

環境・地域との連携から考える
112101321 371.3||Ka77 教養基礎・教育

教育福祉の社会学 : 「包摂と排除」を超えるメタ理論 112101376 371.3||Ku52 教養基礎・教育

ブルデューの教育社会学理論 : 教育システムと社会階級・社会

秩序の再生産と変革の理論
112101689 371.3||O97 教養基礎・教育

学習と生徒文化の社会学 : 質問紙調査から見る教室の世界 112101868 371.3||Su14 教養基礎・教育

想像力を拓く教育社会学 112101992 371.3||Ta33 教養基礎・教育

学校教育と不平等の比較社会学 (MINERVA社会学叢書:58) 112101718 371.3||Ta71 教養基礎・教育

教育と社会 (未来の教育を創る教職教養指針:4) 112101683 371.3||Y96 教養基礎・教育

教育発達学の構築 : 心理学・教育学・障害科学の融合 112101735 371.4||F66 教養基礎・教育

教師が知らない「子どものスマホ・SNS」新常識 : 学校を変え

る可能性と危険性
112101591 371.42||F58 教養基礎・教育

道徳教育はいかにあるべきか : 歴史・理論・実践 112101289 371.6||D88 教養基礎・教育

諸外国の道徳教育の動向と展望 (新道徳教育全集:第2巻) 112101681 371.6||N71||v.2 教養基礎・教育

道徳教育を充実させる多様な支援 : 大学、教育委員会、家庭、

社会における取組 (新道徳教育全集:第5巻)
112101766 371.6||N71||v.5 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選定部局

教育における評価の再考 : 人間教育における評価とは何か (シ

リーズ・人間教育の探究:3)
112101285 371.7||A81 教養基礎・教育

二極化する学校 : 公立校の「格差」に向き合う 112101638 372.107||Sh49 教養基礎・教育

新自由主義的な教育改革と学校文化 : 大阪の改革に関する批判

的教育研究
112101326 373.2||H24 教養基礎・教育

〈しんどい学校〉の教員文化 : 社会的マイノリティの子どもと

向き合う教員の仕事・アイデンティティ・キャリア
112101260 374.3||N37 教養基礎・教育

教師の底力 : 社会派教師が未来を拓く 112101749 374.3||Sh49 教養基礎・教育

地方公立進学高校の受験指導 : ミクロレベルから見る文化-認知

的制度の確立と変容
112102009 374.3||To58 教養基礎・教育

部活動の社会学 : 学校の文化・教師の働き方 112101657 375.18||U14 教養基礎・教育

『尋常小学算術』と多田北烏 : 学びはじめの算数教科書のデザ

イン
112101695 375.9||U34 教養基礎・教育

幼児の食事の意義理解の発達過程 112101755 376.11||Se72 教養基礎・教育

幼児における均等配分行動に関する発達的研究 112101714 376.11||Y33 教養基礎・教育

小学校教育用語辞典 112101650 376.2||H95 教養基礎・教育

女性の大学進学拡大と機会格差 112101824 377.21||H55 教養基礎・教育

発達障害・知的障害のある児童生徒の豊かな自己理解を育む

キャリア教育 : 内面世界を大切にした授業プログラム45
112101694 378||Ko39 教養基礎・教育

フル・インクルーシブ教育の実現にむけて : 大阪市立大空小学

校の実践と今後の制度構築
112101528 378||N93 教養基礎・教育

with (ウィズ) コロナ時代の特別支援教育 (『特別支援教育の実

践情報』PLUS)
112101272 378||To35 教養基礎・教育

with (ウィズ) コロナ時代の特別支援教育 (『特別支援教育の実

践情報』PLUS)
112101273 378||To35 教養基礎・教育

余暇支援・意思決定支援×ライフキャリア教育 : 人生を思いっ

きり楽しむ力をつけるために (特別支援学校&学級で学ぶ!)
112101294 378||W46 教養基礎・教育

余暇支援・意思決定支援×ライフキャリア教育 : 人生を思いっ

きり楽しむ力をつけるために (特別支援学校&学級で学ぶ!)
112101295 378||W46 教養基礎・教育

保護者の願いに応える!ライフキャリア教育 : キャリア発達を共

に支援するガッチリ・スクラム (特別支援学校&学級で学ぶ!)
112101834 378||W46 教養基礎・教育

保護者の願いに応える!ライフキャリア教育 : キャリア発達を共

に支援するガッチリ・スクラム (特別支援学校&学級で学ぶ!)
112101835 378||W46 教養基礎・教育

ルポ教育虐待 : 毒親と追いつめられる子どもたち (ディスカ

ヴァー携書:215)
112101680 379.9||O81 教養基礎・教育

アロマザリングの島の子どもたち : 多良間島子別れフィールド

ノート
112101308 385.2||N62 教養基礎・教育

身ぶりと言葉 (ちくま学芸文庫:[ル6-1]) 112101384 389||L56 教養基礎・教育

日常にひそむうつくしい数学 112101303 410.4||To57 教養基礎・教育

Calculus 9th ed : student ed 112102211 413.3||St5 教養基礎・教育

Rで学ぶ統計的データ解析 (データサイエンス入門) 112101645 417||H48 教養基礎・教育

星座の起源 : 古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史 112101329 440.2||Ko73 教養基礎・教育

星空がもっと好きになる : 星の見つけ方がよくわかるもっとも

親切な入門書 New edition!
112101306 442||Ko57 教養基礎・教育

星空がもっと好きになる : 星の見つけ方がよくわかるもっとも

親切な入門書 New edition!
112101307 442||Ko57 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選定部局

ゲノム編集の基本原理と応用 : ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9 112101867 467.25||Y31 教養基礎・教育

運動時の酸素運搬システム調節 (循環:[1]) 112102133 491.32||Sa25 教養基礎・教育

よくわかるみんなの救急 : ガイドライン2015対応 112101641 492.29||Sa32 教養基礎・教育

まちづくり解剖図鑑 112102028 518.8||Ka84 教養基礎・教育

エコハウスのウソ 2 112101398 527||Ma26||v.2 教養基礎・教育

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
112101452 527||Mi67 教養基礎・教育

企業経営と地域活性化 : 愛媛県西条市の事例から (青山学院大

学総合研究所叢書)
112101301 601.18||Mi89 教養基礎・教育

経済更生運動と民俗 : 1930年代の官製運動における介在と変容 112101296 611.15||W12 教養基礎・教育

実践ビジネス英語 : ニューヨークシリーズベストセレクション 

(NHK-CDブック)
112101997 670.93||Su46 教養基礎・教育

モダン・アート論再考 : 制作の論理から 112101747 702.06||N14 教養基礎・教育

20世紀の美術 : カラー版 増補新装 112101284 702.07||Su18 教養基礎・教育

デジタル一眼レフで撮る四季のネイチャーフォト : 日本のすば

らしき自然とそこに生きる生き物の一瞬を撮る (サイエンス・

アイ新書:SIS-115)

112101790 743||U76 教養基礎・教育

一般デザイン学 112102092 757||Y89 教養基礎・教育

古典派音楽の様式 : ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン 112101605 762.05||R72 教養基礎・教育

チャールズ・バーニー音楽見聞録 ドイツ篇 112101594 762.3||B93 教養基礎・教育

基礎から学ぶスポーツリテラシー 改訂版 112101493 780||Ta33 教養基礎・教育

アスリートのメンタルケア : 選手の心の悩みケースブック 112101520 780.14||U14 教養基礎・教育

観るまえに読む大修館スポーツルール 2021 112101636 780.3||Ta24||2021 教養基礎・教育

「ひと・もの・こと・ば」から読み解くスポーツ文化論 112101626 780.4||Ta92 教養基礎・教育

で、オリンピックやめませんか? 112101476 780.69||A43 教養基礎・教育

基礎から学ぶ!筋力トレーニング 令和版 112101351 780.7||A79 教養基礎・教育

体力トレーニングの理論と実際 第2版 112102031 780.7||O73 教養基礎・教育

基礎から学ぶ!ストレッチング 令和版 112101375 781.4||Ta88 教養基礎・教育

賢く走るための理論と実践 (マラソンランナーへの道:[正]) 112101533 782.3||N11 教養基礎・教育

サッカーピラミッドの底辺から : 少年サッカークラブのリアル 112101882 783.47||G72 教養基礎・教育

サッカー止める蹴る解剖図鑑 112101576 783.47||Ka99 教養基礎・教育

トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか : 低体温症と事故の教訓 

(ヤマケイ文庫)
112101297 786.18||H29 教養基礎・教育

音読で外国語が話せるようになる科学 : 科学的に正しい音読ト

レーニングの理論と実践 (サイエンス・アイ新書:SIS-444)
112101513 807||Ka14 教養基礎・教育

音読で外国語が話せるようになる科学 : 科学的に正しい音読ト

レーニングの理論と実践 (サイエンス・アイ新書:SIS-444)
112101514 807||Ka14 教養基礎・教育

日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 112101814 820.7||A24 教養基礎・教育

朝鮮語を学ぼう 改訂版 / 浜之上幸改訂 112101322 829.1||C54 教養基礎・教育

Let's speak Indonesian : ayo Berbahasa Indonesia v. 1 : 

pbk
112102147 829.42||R12||v.1 教養基礎・教育

Let's speak Indonesian : ayo Berbahasa Indonesia v. 2 : 

pbk
112102227 829.42||R12||v.2 教養基礎・教育

Cambridge academic English : an integrated skills course 

for EAP B2 Student's book
112101671 830.7||C14 教養基礎・教育

Inspiring voices : 15 interviews from NHK Direct Talk 112102139 830.7||Ko12 教養基礎・教育

Good Health,Better Life 152100276 830.7||N82 教養基礎・教育



書名 資料ID 請求記号 選定部局

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
112101807 831.1||Sh94 教養基礎・教育

即戦力がつく英文ライティング 112101876 836||H61 教養基礎・教育

Smart writing : active approach to paragraph writing 112101711 836||N44 教養基礎・教育

独検過去問題集 : 5級 4級 3級 2級 準1級 1級 2021年版 152100270 840.7||D83||2021 教養基礎・教育

独検5級・4級レベル重要単語1100 112101277 840.7||I84 教養基礎・教育

新・独検合格 : 単語+熟語1800 112101288 840.7||Z1 教養基礎・教育

現代オランダ語入門 [テキスト] 112102337 849.3||Sh49 教養基礎・教育

ロマンス言語学概論 112101263 879||Su31 教養基礎・教育

中国の英雄豪傑を読む : 『三国志演義』から武侠小説まで (あ

じあブックス:047)
112101317 920.2||Su96 教養基礎・教育

オーウェルのマザー・グース : 歌の力、語りの力 増補 (岩波現

代文庫:文芸:332)
112101436 930.278||O71 教養基礎・教育

The Borrowers : pbk. 112102012 933.7||N96||v.1 教養基礎・教育

The Borrowers afield : pbk 112102013 933.7||N96||v.2 教養基礎・教育

The Borrowers afloat : pbk. 112102014 933.7||N96||v.3 教養基礎・教育

The Borrowers aloft : with the short tale Poor stainless : 

pbk.
112102015 933.7||N96||v.4 教養基礎・教育

The Borrowers avenged : pbk. 112102016 933.7||N96||v.5 教養基礎・教育

ホワイト・ティース 上 (中公文庫:[ス-10-1]) 112101425 933.7||Sm5||v.1 教養基礎・教育

ホワイト・ティース 下 (中公文庫:[ス-10-2]) 112101483 933.7||Sm5||v.2 教養基礎・教育

フランス文学の楽しみかた : ウェルギリウスからル・クレジオ

まで (シリーズ・世界の文学をひらく:2)
112101552 950.2||N14 教養基礎・教育

新動機づけ研究の最前線 : electronic bk 152100241 電子ブック 教養基礎・教育

一般デザイン学 : electronic bk 152100382 電子ブック 教養基礎・教育

アロマザリングの島の子どもたち : 多良間島子別れフィールド

ノート : electronic bk
152100423 電子ブック 教養基礎・教育

女と男の大奥 : 大奥法度を読み解く : electronic bk (歴史文化

ライブラリー:528)
152100434 電子ブック 教養基礎・教育

家老の忠義 : 大名細川家存続の秘訣 : electronic bk (歴史文化

ライブラリー:519)
152100436 電子ブック 教養基礎・教育

徳川忠長 : 兄家光の苦悩、将軍家の悲劇 : electronic bk (歴史

文化ライブラリー:527)
152100438 電子ブック 教養基礎・教育

憲法を読み解く : electronic bk 152100441 電子ブック 教養基礎・教育

法学入門 : electronic bk 152100447 電子ブック 教養基礎・教育

経営社会学その視座と現代 : electronic bk 152100452 電子ブック 教養基礎・教育

哲学大図鑑 : the story 112101565 130||R67 教養基礎・高等教育グローバルセンター

フランス・バカロレア式書く!哲学入門 112102066 130||So25 教養基礎・高等教育グローバルセンター

「倫理の問題」とは何か : メタ倫理学から考える (光文社新

書:1130)
112101640 150||Sa85 教養基礎・高等教育グローバルセンター

なぜ道徳的であるべきか : Why be moral? 問題の再検討 (大阪

経済大学研究叢書:第92冊)
112101405 150||Su38 教養基礎・高等教育グローバルセンター

宗教なき時代を生きるために : オウム事件と「生きる意味」 完

全版
112102101 160.4||Mo62 教養基礎・高等教育グローバルセンター

リスクコミュニケーション : 排除の言説から共生の対話へ 112101579 361.45||N29 教養基礎・高等教育グローバルセンター

雑談の正体 : ぜんぜん“雑"じゃない、大切なコミュニケーショ

ンの話 (わたしたちのことばを考える:2)
112101727 361.454||Sh49 教養基礎・高等教育グローバルセンター

コミュニケーション・タスクのアイデアとマテリアル : 教室と

世界をつなぐ英語授業のために
112101360 375.893||Ka86 教養基礎・高等教育グローバルセンター

計算する生命 112101455 410.4||Mo66 教養基礎・高等教育グローバルセンター

ルポ「命の選別」 : 誰が弱者を切り捨てるのか? 112101517 490.15||C42 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 選定部局

命は誰のものか 増補改訂版 (ディスカヴァー携書:227) 112101877 490.15||Ka17 教養基礎・高等教育グローバルセンター

「移動する子ども」学 112102099 801.03||Ka94 教養基礎・高等教育グローバルセンター

フィールド言語学者、巣ごもる。 112101532 804||Y92 教養基礎・高等教育グローバルセンター

言葉をおぼえるしくみ : 母語から外国語まで (ちくま学芸文

庫:[イ50-1])
112101512 807||I43 教養基礎・高等教育グローバルセンター

言語政策からの考察 (CEFRの理念と現実:理念編) 112102102 807||N87 教養基礎・高等教育グローバルセンター

教育現場へのインパクト (CEFRの理念と現実:現実編) 112102104 807||N87 教養基礎・高等教育グローバルセンター

めしあがれ : 食文化で学ぶ上級日本語 112102089 810.7||H42 教養基礎・高等教育グローバルセンター

ビジネス日本語における複合動詞 112101346 810.7||Ka28 教養基礎・高等教育グローバルセンター

産学連携でつくる多文化共生 : カシオとムサビがデザインする

日本語教育
112101679 810.7||Mi91 教養基礎・高等教育グローバルセンター

思考と言語の実践活動へ : 日本語教育における表現活動の意義

と可能性 (日本語教育学研究:9)
112102144 810.7||N81 教養基礎・高等教育グローバルセンター

初級日本語とびら 1 152100277 810.7||O36||v.1 教養基礎・高等教育グローバルセンター

ココが面白い!日本語学 112101975 810.7||O48 教養基礎・高等教育グローバルセンター

ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション : プレ

ゼンテーションとライティング
112102347 810.7||O77 教養基礎・高等教育グローバルセンター

日本語を話そう! : 新シャドーイング : 英語・中国語・韓国語訳

版 新版 初-中級編
112101383 810.7||Sa25 教養基礎・高等教育グローバルセンター

日本語を話そう! : 新シャドーイング : インドネシア語・タイ

語・ベトナム語訳版 新版 初-中級編
112102108 810.7||Sa25 教養基礎・高等教育グローバルセンター

日本語教師教育学 112102095 810.7||Y77 教養基礎・高等教育グローバルセンター

もののなまえ : はっけんことばずかん : えいごつき 112101649 814.3||Me19 教養基礎・高等教育グローバルセンター

関係作りの日本語会話 : 雑談を学ぼう 152100278 817.8||I41 教養基礎・高等教育グローバルセンター

教材・テスト作成のためのCEFR-Jリソースブック 112101530 830.7||To63 教養基礎・高等教育グローバルセンター

「移動する子ども」学 : electronic bk 152100312 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

なぜ道徳的であるべきか : Why be moral?問題の再検討 : 

electronic bk (大阪経済大学研究叢書:第92冊)
152100313 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

めしあがれ : 食文化で学ぶ上級日本語 : electronic bk 152100314 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

ピダハン : 「言語本能」を超える文化と世界観 : electronic bk 152100315 電子ブック 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 : electronic bk
152100316 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

日本語教師教育学 : electronic bk 152100317 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

産学連携でつくる多文化共生 : カシオとムサビがデザインする

日本語教育 : electronic bk
152100318 電子ブック 教養基礎・高等教育グローバルセンター

地質学者ナウマン伝 : フォッサマグナに挑んだお雇い外国人 

(朝日選書:990)
112101355 289.3||N59 教養基礎・国際資源

よくわかる国際政治 (やわらかアカデミズム・「わかる」シ

リーズ)
112102159 319||H72 教養基礎・国際資源

同盟の起源 : 国際政治における脅威への均衡 112102292 319.99||W37 教養基礎・国際資源

Linear algebra with applications 10th ed., global ed 112102451 411.3||L55 教養基礎・国際資源

Linear algebra with applications 10th ed., global ed 112102452 411.3||L55 教養基礎・国際資源

Excelでやさしく学ぶ統計解析2019 112101736 417||I78 教養基礎・国際資源

Excelでやさしく学ぶ統計解析2019 112101737 417||I78 教養基礎・国際資源

太陽系大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 112101607 444||W46 教養基礎・国際資源

地球大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 112101484 450||Ku53 教養基礎・国際資源

宮沢賢治の地学読本 112101460 450||Mi89 教養基礎・国際資源

街の中で見つかる「すごい石」 : 地質のプロが教える 112101587 450||N84 教養基礎・国際資源

学びなおすと地学はおもしろい 112101696 450||O24 教養基礎・国際資源

宇宙と天体 (宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学:1) 112101785 450||Sh19||v.1 教養基礎・国際資源



書名 資料ID 請求記号 選定部局

地球の活動 (宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学:2) 112101786 450||Sh19||v.2 教養基礎・国際資源

岩石と鉱物 (宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学:3) 112101787 450||Sh19||v.3 教養基礎・国際資源

地層と地史 (宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学:4) 112101788 450||Sh19||v.4 教養基礎・国際資源

気象と海洋 (宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学:5) 112101789 450||Sh19||v.5 教養基礎・国際資源

基礎地質学ノート 112101416 455||Sa66 教養基礎・国際資源

ダイナソー・ブルース : 恐竜絶滅の謎と科学者たちの戦い 112101334 457.87||O67 教養基礎・国際資源

岩石と文明 : 25の岩石に秘められた地球の歴史 上 112101619 458||P94||v.1 教養基礎・国際資源

岩石と文明 : 25の岩石に秘められた地球の歴史 下 112101666 458||P94||v.2 教養基礎・国際資源

土木地質の秘伝 : めざせ!フィールドの達人 POD版 112101660 511.27||Me99 教養基礎・国際資源

東京「街角」地質学 112101750 524.22||N84 教養基礎・国際資源

岩石と文明 : 25の岩石に秘められた地球の歴史 上 : electronic 

bk
152100379 電子ブック 教養基礎・国際資源

岩石と文明 : 25の岩石に秘められた地球の歴史 下  : 

electronic bk
152100380 電子ブック 教養基礎・国際資源

宮沢賢治の地学読本 : electronic bk 152100381 電子ブック 教養基礎・国際資源

ディープラーニングG (ジェネラリスト) 検定公式テキスト 第2

版 (Exam press. 深層学習教科書)
112101499 007.13||I23 教養基礎・理工

演習アカデミックスキルとしてのICT活用 112101719 007.6||Ki45 教養基礎・理工

教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入門) 112101664 007.609||Ki63 教養基礎・理工

Word&Excel完全ガイド : 基本操作+疑問・困った解決+便利ワ

ザ : 2019/2016/2013/Microsoft 365対応 (一冊に凝縮)
112101634 007.63||M||Ku45 教養基礎・理工

PowerPoint 2019やさしい教科書 : Office 2019/Microsoft 

365対応 : わかりやすさに自信があります! (一冊に凝縮)
112101567 007.63||M||R33 教養基礎・理工

Windows 10完全ガイド : 基本操作+疑問・困った解決+便利ワ

ザ : 2020-2021年最新バージョン対応 改訂3版 (一冊に凝縮)
112101542 007.634||W||I57 教養基礎・理工

Outlook 2019やさしい教科書 : Office 2019/Microsoft 365対

応 : わかりやすさに自信があります! (一冊に凝縮)
112101544 007.638||H38 教養基礎・理工

PythonでExcel、メール、Webを自動化する本 : いつもの仕事

に即応用できる「新しい仕事術」
112101881 007.64||Py||N34 教養基礎・理工

理科年表 机上版 第94冊(令和3年) 112101259 403.2||R41||2021 教養基礎・理工

これも数学だった!? : カーナビ・路線図・SNS (丸善ライブラ

リー:382. 情報研シリーズ:16)
112101338 410||Ka96 教養基礎・理工

これも数学だった!? : カーナビ・路線図・SNS (丸善ライブラ

リー:382. 情報研シリーズ:16)
112101339 410||Ka96 教養基礎・理工

これも数学だった!? : カーナビ・路線図・SNS (丸善ライブラ

リー:382. 情報研シリーズ:16)
112101340 410||Ka96 教養基礎・理工

算数・数学まるごと入門 112102261 410||Ka98 教養基礎・理工

AI・データサイエンスのための図解でわかる数学プログラミン

グ : Google Colaboratory Jupyter Notebook対応
112101402 410||Ma74 教養基礎・理工

脳のビタミンもう一度数学を 112101880 410||O42 教養基礎・理工

大人の算数・数学 : あらためて納得、あらたに納得 112101843 410||O76 教養基礎・理工

大学数学ベーシックトレーニング 112101705 410||W35 教養基礎・理工

大学数学ベーシックトレーニング 112101706 410||W35 教養基礎・理工

大学数学ベーシックトレーニング 112101707 410||W35 教養基礎・理工

どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 112102096 410.7||O82 教養基礎・理工

どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 112102097 410.7||O82 教養基礎・理工

どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 112102098 410.7||O82 教養基礎・理工

Linear algebra and its applications 5th ed., Global ed : pbk 

(Always learning)
112102130 411.3||L45 教養基礎・理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

Linear algebra and its applications 5th ed., Global ed : pbk 

(Always learning)
112102131 411.3||L45 教養基礎・理工

線型代数の発想 第5版 112101777 411.3||Mi67 教養基礎・理工

線形代数学の基礎 3訂版 112101791 411.3||Mi95 教養基礎・理工

線形代数学の基礎 3訂版 112102088 411.3||Mi95 教養基礎・理工

教養の線形代数 6訂版 112101819 411.3||Mu43 教養基礎・理工

教養の線形代数 6訂版 112101820 411.3||Mu43 教養基礎・理工

線形代数とネットワーク 112101758 411.3||Ta52 教養基礎・理工

基礎から学ぶ微分方程式 112101869 413.6||U73 教養基礎・理工

基礎から学ぶ微分方程式 112101870 413.6||U73 教養基礎・理工

基礎から学ぶ微分方程式 112101871 413.6||U73 教養基礎・理工

物理 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112101611 420||W12 教養基礎・理工

物理 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112101612 420||W12 教養基礎・理工

物理 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112101613 420||W12 教養基礎・理工

学びなおし中学・高校物理 : 苦手だった人も好きだった人も楽

しめる物理学の珠玉の1冊! 増補第2版 (ニュートン別冊) 

(Newtonムック)

112102006 420||W12 教養基礎・理工

学びなおし中学・高校物理 : 苦手だった人も好きだった人も楽

しめる物理学の珠玉の1冊! 増補第2版 (ニュートン別冊) 

(Newtonムック)

112102007 420||W12 教養基礎・理工

学びなおし中学・高校物理 : 苦手だった人も好きだった人も楽

しめる物理学の珠玉の1冊! 増補第2版 (ニュートン別冊) 

(Newtonムック)

112102008 420||W12 教養基礎・理工

高校教師が教える物理実験室 (I/O books) 112101092 420.75||Y31 教養基礎・理工

高校教師が教える物理実験室 (I/O books) 112101093 420.75||Y31 教養基礎・理工

高校教師が教える物理実験室 (I/O books) 112101094 420.75||Y31 教養基礎・理工

生きて動いている「化学」がわかる (Beret science) 112101601 430||Sa25 教養基礎・理工

化学大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 112101537 430||Sa47 教養基礎・理工

化学が好きになる数の物語100話 112101379 430.4||L57 教養基礎・理工

失敗から安全を学ぶ化学実験の心得 112102115 432.1||N87 教養基礎・理工

パートナー天然物化学 改訂第4版 112101685 439||Mo66 教養基礎・理工

バイオ英語入門 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ) 112101403 460.7||I33 教養基礎・理工

Essential細胞生物学 112101440 463||A41 教養基礎・理工

Essential細胞生物学 112101441 463||A41 教養基礎・理工

生化学 第2版 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ) 112101525 464||O67 教養基礎・理工

分子生物学 第2版 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ) 112101426 464.1||I33 教養基礎・理工

光る生き物の科学 : 発光生物学への招待 (生態系の情報世界) 112101423 468||O11 教養基礎・理工

単位と法則 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112101401 609||W12 教養基礎・理工

単位と法則 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112101981 609||W12 教養基礎・理工

単位と法則 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 112101982 609||W12 教養基礎・理工

はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文

のまとめ方
112101604 816.5||N88 教養基礎・理工

思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 : electronic bk 152100240 電子ブック 教養基礎・理工

はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文

のまとめ方 : electronic bk
152100264 電子ブック 教養基礎・理工

Political, economic and financial country risk : analysis of 

the Gulf Cooperation Council : pbk
112102068 332.27||R13 国際資源

テキスト国際開発論 : 貧困をなくすミレニアム開発目標へのア

プローチ
112101659 333.8||Ka88 国際資源

Investment under uncertainty 112102198 336.82||D79 国際資源

Options, futures, and other derivatives 10th ed 112101324 338.1||H98 国際資源



書名 資料ID 請求記号 選定部局

実践と感情 : 開発人類学の新展開 112101872 389||Se36 国際資源

実践と感情 : 開発人類学の新展開 112101873 389||Se36 国際資源

Autogenic dynamics and self-organization in sedimentary 

systems (Special publication:no. 106)
112102323 450||B83 国際資源

Latitudinal controls on stratigraphic models and 

sedimentary concepts (Special publication:no. 108)
112102330 450||F45 国際資源

Understanding earth 8th ed : pbk 112102257 450||G88 国際資源

Applied geostatistics for reservoir characterization : pbk 112102143 450||Ke31 国際資源

Fundamentals of geobiology : pbk 112102325 450||Kn4 国際資源

Phanerozoic paleoclimate : an atlas of lithologic indicators 

of climate (Concepts in sedimentology and paleontology:v. 

11)

112102695 451.8||B67 国際資源

Paleoclimatology v. 1 (Frontiers in earth sciences) 112102046 451.8||R13||v.1 国際資源

Paleoclimatology v. 2 (Frontiers in earth sciences) 112102047 451.8||R13||v.2 国際資源

Deposits, architecture and controls on carbonate margin, 

slope and basinal Settings (Special publication:no. 105)
112102324 455||V63 国際資源

Anatomy of a paleozoic basin : the permian basin, USA v. 

1 (Report of investigations:285) (Memoir:118)
112102694 455.53||R86||v.1 国際資源

Radiogenic isotope geology 3rd ed 112102206 456||D72 国際資源

Geochronology and thermochronology : cloth 112102208 456||R25 国際資源

Biostratigraphy : microfossils and geological time : 

paperback
112102228 457.3||Ma15 国際資源

Igneous rocks : a classification and glossary of terms : 

2nd ed : pbk
112102232 458.6||L54 国際資源

Mudstone diagenesis: research perspectives for shale 

hydrocarbon reservoirs, seals, and source rocks 

(Memoir:120)

112102351 458.7||C14 国際資源

Mudstone primer : lithofacies variations, diagnostic 

criteria, and sedimentologic-stratigraphic implications at 

lamina to bedset scales (Concepts in sedimentology and 

paleontology:v. 12)

112102331 458.7||L45 国際資源

New advances in Devonian carbonates : outcrop analogs, 

reservoirs and chronostratigraphy (Special publication:no. 

107)

112101245 458.7||P71 国際資源

地質・地盤系実務者のための探査・調査法ガイド : 計画から発

注・調査まで
112101485 511.27||G35 国際資源

地質・地盤系実務者のための探査・調査法ガイド : 計画から発

注・調査まで
112101486 511.27||G35 国際資源

Natural resource and environmental economics 4th ed : 

pbk
112102291 519||P42 国際資源

興亡 : 電力をめぐる政治と経済 112101734 540.92||O84 国際資源

Introduction to ore-forming processes 2nd ed : pbk 112102200 561.1||R51 国際資源

Basic applied reservoir simulation : pbk (SPE textbook 

series:v. 7)
112102148 568||E69 国際資源

石油・天然ガス開発のしくみ : 技術・鉱区契約・価格とビジネ

スモデル 改訂版
112101744 568||N71 国際資源

Fundamental principles of reservoir engineering : pbk 

(SPE textbook series:v. 8)
112102140 568||To77 国際資源

Reservoir simulation : history matching and forecasting 112102279 568.1||G45 国際資源



書名 資料ID 請求記号 選定部局

Enhanced oil recovery 2nd. ed : pbk (SPE International 

textbook series)
112102142 568.4||G82 国際資源

Fundamentals of drilling engineering : pbk (SPE textbook 

series:v. 12)
112102280 568.4||Mi59 国際資源

通商・貿易政策 (通商産業政策史 : 1980-2000:2) 112101220 601.1||Ts91||v.2 国際資源

立地・環境・保安政策 (通商産業政策史 : 1980-2000:第5巻) 112101244 601.1||Ts91||v.5 国際資源

産業技術政策 (通商産業政策史 : 1980-2000:第9巻) 112101221 601.1||Ts91||v.9 国際資源

Language, culture, and communication : the meaning of 

messages 8th ed : pbk
112102040 801.03||B64 国際資源

Radiogenic isotope geology 3rd ed : electronic bk 152100416 電子ブック 国際資源

現代中東の資源開発と環境配慮 : SDGs時代の国家戦略の行方 : 

electronic bk
152100466 電子ブック 国際資源

Options, Futures, and Other Derivatives, EBook, Global 

Edition 11th ed. : electronic bk
152100503 電子ブック 国際資源

Paleoclimatology : electronic bk 152100504 電子ブック 国際資源

Fundamentals of drilling engineering : electronic bk 152100505 電子ブック 国際資源

Basic applied reservoir simulation : electronic bk 152100506 電子ブック 国際資源

Fundamental principles of reservoir engineering : 

electronic bk
152100507 電子ブック 国際資源

Applied geostatistics for reservoir characterization : 

electronic bk
152100508 電子ブック 国際資源

Enhanced oil recovery Second edition. : electronic bk (SPE 

International textbook series)
152100509 電子ブック 国際資源

Reservoir simulation : history matching and forecasting e-

book (An Interdisciplinary Approach to Topics in 

Petroleum Engineering and Geosciences)

152100510 電子ブック 国際資源

Natural resource and environmental economics Fourth 

edition. e-book
152100514 電子ブック 国際資源

Fundamentals of geobiology 152100516 電子ブック 国際資源

Investment under Uncertainty. electronic bk. 152100520 電子ブック 国際資源

欧米圏デジタル・ヒューマニティーズの基礎知識 112102026 002.7||Ko41 理工

情報理論 : 情報量～誤り訂正がよくわかる 112101980 007.1||A25 理工

量子情報科学入門 112101654 007.1||I84 理工

量子コンピュータとは何か (ハヤカワ文庫:NF361, 6595. 〈数

理を愉しむ〉シリーズ)
112101393 007.1||J64 理工

現代暗号の誕生と発展 : ポスト量子暗号・仮想通貨・新しい暗

号
112101656 007.1||O42 理工

Google (グーグル) Colaboratory (コラボラトリー) で学ぶ!あ

たらしい人工知能技術の教科書 : 機械学習・深層学習・強化学

習で学ぶAIの基礎技術 (AI & technology)

112101251 007.13||A99 理工

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

112101508 007.13||C45 理工

Deep learning with Python 2nd ed : pbk 112102399 007.13||C53 理工

PyTorchとfastaiではじめるディープラーニング : エンジニアの

ためのAIアプリケーション開発
112101449 007.13||H96 理工

なっとく!AIアルゴリズム : 実践的かつ具体的なサンプルで理解

を促すディープラーニングとAIのコアアルゴリズム
112101603 007.13||H98 理工

Deep learning : pbk (The MIT Press essential knowledge 

series)
112102165 007.13||Ke32 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

Practical deep learning for cloud, mobile, and edge : real-

world AI and computer-vision projects using Python, 

Keras, and TensorFlow

112102352 007.13||Ko95 理工

進化が止まらない超人間AI : テックビジネス百花繚乱 : 常識覆

す最新技術がDX戦略を変える (日経BPムック)
112101697 007.13||N73 理工

テキスト・画像・音声データ分析 (データサイエンス入門) 112101491 007.13||N83 理工

Pythonで学ぶ音声合成 (機械学習実践シリーズ) 112101602 007.13||Y31 理工

情報モラル&情報セキュリティ : 40の事例でわかりやすく解説! 

改訂3版
112101661 007.3||F67 理工

RユーザのためのRStudio[実践]入門 : tidyverseによるモダン

な分析フローの世界 改訂2版
112101385 007.609||Ma82 理工

RユーザのためのRStudio[実践]入門 : tidyverseによるモダン

な分析フローの世界 改訂2版
112101386 007.609||Ma82 理工

データサイエンス基礎 (データサイエンス講座:1) 112101249 007.609||Sa25 理工

SolidityとEthereumによる実践スマートコントラクト開発 : 

Truffle Suiteを用いた開発の基礎からデプロイまで
112101496 007.609||So34 理工

データサイエンスのためのデータベース (データサイエンス入

門)
112101369 007.609||Y92 理工

現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 112101312 007.64||C||Ma66 理工

Cによるアルゴリズムとデータ構造 112101255 007.64||C||Ma76 理工

PythonによるAIプログラミング入門 : ディープラーニングを始

める前に身につけておくべき15の基礎技術
112101450 007.64||Py||J78 理工

基礎Python 改訂2版 (Impress kiso series) 112101459 007.64||Py||O87 理工

Pythonで学ぶアルゴリズムとデータ構造 (データサイエンス入

門)
112101468 007.64||Py||Ts41 理工

独習Python 112101498 007.64||Py||Y19 理工

RStudioではじめるRプログラミング入門 112102010 007.64||Z||G87 理工

RStudioではじめるRプログラミング入門 112102011 007.64||Z||G87 理工

世界でもっとも強力な9のアルゴリズム 112101800 007.64||Z||Ma13 理工

Rグラフィックスクックブック : ggplot2によるグラフ作成のレ

シピ集 第2版
112101442 007.642||C33 理工

Rグラフィックスクックブック : ggplot2によるグラフ作成のレ

シピ集 第2版
112101443 007.642||C33 理工

Python image processing cookbook : over 60 recipes to 

help you perform complex image processing and 

computer vision tasks with ease

112102141 007.642||D69 理工

プレップ倫理学 増補版 (プレップシリーズ) 112101702 150||Ts39 理工

完訳7つの習慣 30周年記念版 112101407 159||C89 理工

フォン・ノイマンの哲学 : 人間のフリをした悪魔 (講談社現代

新書:2608)
112101361 289.3||N67 理工

みんなの「わがまま」入門 112101371 309||To55 理工

分断された都市 : 再生するアメリカ都市の光と影 112101574 318.953||Ma39 理工

分断された都市 : 再生するアメリカ都市の光と影 112101575 318.953||Ma39 理工

日本の移民統合 : 全国調査から見る現況と障壁 112101431 334.41||N25 理工

ビジネスにおけるICT活用の基礎 112102117 336.57||I97 理工

超実践!AI人材になる本 : プログラミング知識ゼロでもOK 112101310 336.57||O66 理工

統計データの理論と実際 112101741 350.1||So39 理工

世界のトップ企業50はAIをどのように活用しているか? 112101674 355.2||Ma52 理工

社会再構築の挑戦 : 地域・多様性・未来 112101708 361.04||Ta87 理工

「ハーフ」ってなんだろう? : あなたと考えたいイメージと現実 

(中学生の質問箱)
112101562 361.42||Sh52 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきたい 112101465 361.454||Mo73 理工

多様性との対話 : ダイバーシティ推進が見えなくするもの (青

弓社ライブラリー:100)
112101473 361.8||I92 理工

マイノリティ問題から考える社会学・入門 : 差別をこえるため

に
112101470 361.8||N82 理工

住民運動と行政権力のエスノグラフィ : 差別と住民主体をめぐ

る「京都論」 (静岡大学人文社会科学部叢書:70)
112101655 361.86||Y31 理工

岐路に立つ欧州福祉レジーム : EUは市民の新たな連帯を築ける

か?
112102078 364.1||F75 理工

子どもたちの事故・事件年表事典 : トピックス平成1989-2019 112101837 367.6||N71 理工

福祉工学の基礎 (電子情報通信レクチャーシリーズ:D-25) 112101817 369.18||D59 理工

防災リテラシー 第2版 112101990 369.3||O81 理工

貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援 : 地域・学校・行政

の挑戦
112101672 369.4||Ka77 理工

子どもの放課後支援の社会学 112101859 369.42||Su96 理工

「生存競争 (サバイバル)」教育への反抗 (集英社新書:1029E) 112101646 370.4||Ku35 理工

「エビデンスに基づく教育」の閾を探る : 教育学における規範

と事実をめぐって
112102354 371.04||Su46 理工

子どもの貧困・不利・困難を越える学校 : 行政・地域と学校が

つながって実現する子ども支援
112101816 371.3||Ka77 理工

「開かれた学校」の功罪 : ボランティアの参入と子どもの排除/

包摂
112102036 371.31||Ta62 理工

外国につながる児童生徒の教育と社会的包摂 : 日本とニュー

ジーランドの比較にもとづく学校教育の制度イノベーション
112101779 371.5||Ka25 理工

教育問題はなぜまちがって語られるのか? : 「わかったつもり」

からの脱却 (どう考える?ニッポンの教育問題)
112102056 372.107||H74 理工

教育問題はなぜまちがって語られるのか? : 「わかったつもり」

からの脱却 (どう考える?ニッポンの教育問題)
112102057 372.107||H74 理工

教育実習の日本的構造 : 東アジア諸地域との比較から 112101879 373.7||I97 理工

専門職としての校長の力量形成 112102100 374.3||U94 理工

教職員の多忙化と教育行政 : 問題の構造と働き方改革に向けた

展望
112101973 374.37||N71 理工

部活動の社会学 : 学校の文化・教師の働き方 112101658 375.18||U14 理工

小・中・高等学校総合的な学習・探究の時間の指導 : 新学習指

導要領に準拠した理論と実践
112101853 375.189||N46 理工

生徒指導・進路指導 (新しい教職教育講座. 教職教育編:11) 112101501 375.2||Ka79 理工

日本の体罰 : 学校とスポーツの人類学 112101420 375.2||Mi27 理工

進学支援の教育臨床社会学 : 商業高校におけるアクションリ

サーチ
112101838 375.25||Sa29 理工

高等学校調査書・推薦書記入文例&指導例 : 活動報告書・大学

入学希望理由書・学修計画書から就職者用履歴書まで
112101798 375.25||Ta88 理工

学生・教職員・自治体職員・地域住民のための地域連携PBLの

実践
112102067 377.15||Ta84 理工

素が出るワークショップ : 人とまちへの視点を変える22のメ

ソッド
112101445 379.6||A22 理工

素が出るワークショップ : 人とまちへの視点を変える22のメ

ソッド
112101446 379.6||A22 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

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)
112101584 407||Sa85 理工

生き抜くための数学入門 増補新版 (よりみちパン!セ:YP13) 112101794 410||A62 理工

生き抜くための数学入門 増補新版 (よりみちパン!セ:YP13) 112101795 410||A62 理工

最新MATLABハンドブック : 機械学習・ディープラーニング対

応 第7版
112101589 410||Ko12 理工

データサイエンスのための数学 (データサイエンス入門) 112102076 410||Sh32 理工

数学文章作法 基礎編 (ちくま学芸文庫:[ユ-4-1], [ユ-4-2]) 112101524 410.7||Y97 理工

数学文章作法 推敲編 (ちくま学芸文庫:[ユ-4-1], [ユ-4-2]) 112101578 410.7||Y97 理工

組合せ論の発見 : 古代から現代へ 112101534 410.9||W75 理工

Combinatorial matrix theory and generalized inverses of 

matrices
112102055 411||B19 理工

代数系入門 : 新装版 (松坂和夫数学入門シリーズ:3) 112102094 411||Ma92 理工

ベーテ仮説と組合せ論 (開かれた数学:5) 112101830 411.22||Ku42 理工

独習応用線形代数 : 基礎から一般逆行列の理工学的応用まで 112102019 411.3||A62 理工

線形代数セミナー : 射影, 特異値分解, 一般逆行列 112101368 411.3||Ka46 理工

幾何学的な線形代数 : 基礎概念から幾何構造まで (SGCライブ

ラリ:168)
112101392 411.3||To17 理工

離散群の幾何学 (現代基礎数学:5) 112101531 411.6||F68 理工

Combinatorial group theory : presentations of groups in 

terms of generators and relations : pbk.
112102163 411.6||Ma29 理工

宇宙と宇宙をつなぐ数学 : IUT理論の衝撃 112101582 412||Ka86 理工

初等整数論入門 (ちくま学芸文庫:[キ19-1]) 112101458 412.1||G46 理工

複素関数論の基礎 112101836 413.52||Y31 理工

微分方程式概論 新訂版 (新・数理工学ライブラリ:応用数学=1) 112101703 413.6||J52 理工

入門情報幾何 : 統計的モデルをひもとく微分幾何学 112101536 414.7||F65 理工

ベクトル解析 (基礎解析学コース) 112101500 414.7||Y58 理工

機械学習のための関数解析入門 : ヒルベルト空間とカーネル法 112101701 415.5||Se93 理工

結び目の数学 : 結び目理論への初等的入門 原書改訂版 112101345 415.7||A16 理工

Topology of surfaces, knots, and manifolds : a first 

undergraduate course 1st ed
112102160 415.7||C18 理工

Topology of surfaces, knots, and manifolds : a first 

undergraduate course 1st ed
112102161 415.7||C18 理工

A first course in algebraic topology pbk. 112102204 415.7||Ko87 理工

多様体入門 : 新装版 (数学選書:5) 112101848 415.7||Ma87 理工

多様体入門 : 新装版 (数学選書:5) 112101849 415.7||Ma87 理工

結び目理論入門 上 (岩波数学叢書) 112101554 415.7||Mu43||v.1 理工

グラフの数え上げ : 母関数を礎にして 112101551 415.7||Ta99 理工

トゥー多様体 112101557 415.7||Tu1 理工

R言語ではじめるプログラミングとデータ分析 112101639 417||B12 理工

R言語ではじめるプログラミングとデータ分析 112102027 417||B12 理工

データ分析のための統計学入門 112101726 417||D73 理工

データ分析のための数理モデル入門 : 本質をとらえた分析のた

めに
112101651 417||E95 理工

データサイエンスの基礎 (データサイエンス入門) 112101378 417||H22 理工

モンテカルロ統計計算 (データサイエンス入門) 112102060 417||Ka31 理工

最適化手法入門 (データサイエンス入門) 112101628 417||Ka57 理工

統計モデルと推測 (データサイエンス入門) 112101453 417||Ma77 理工

データサイエンス入門 第2版 (データサイエンス大系) 112101772 417||Ta63 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

スパース回帰分析とパターン認識 (データサイエンス入門) 112101373 417||U74 理工

大学生・エンジニアのための関数電卓活用ガイド 112101783 418.6||E59 理工

量子革命 : アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突 

(新潮文庫:10668, シ-38-26)
112101390 421.3||Ku35 理工

例解量子力学演習 : 新装版 (物理入門コース/演習) 112102093 421.3||N34 理工

考える力学 第2版 112102149 423||H99 理工

音響学の展開 (音響学講座:10) 112101359 424||N71||v.10 理工

建築音響 (音響学講座:3) 112101716 424||N71||v.3 理工

騒音・振動 (音響学講座:4) 112101723 424||N71||v.4 理工

聴覚 (音響学講座:5) 112101545 424||N71||v.5 理工

音声 上 (音響学講座:6) 112101571 424||N71||v.6-1 理工

「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
112101430 424||Y83 理工

光物理学の基礎 : 物質中の光の振る舞い (光学ライブラリー:2) 112102090 425||E51 理工

光物理学の基礎 : 物質中の光の振る舞い (光学ライブラリー:2) 112102091 425||E51 理工

宇宙を解く唯一の科学熱力学 112101643 426.5||Se56 理工

宇宙を解く唯一の科学熱力学 112101644 426.5||Se56 理工

熱力学の基本構造 第2版 (熱力学の基礎:1. Principles of 

thermodynamics)
112101437 426.5||Sh49||v.1 理工

電気磁気学 第2版 : 新装版 112101804 427||A16 理工

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
112101286 427||B12 理工

マクスウェル方程式 : 電磁気学がわかる4つの法則 オンデマン

ド版
112102238 427||F32 理工

よくわかる電気磁気学 112101839 427||I75 理工

電気磁気学 : 工学の基礎 修訂版 112101753 427||Ma81 理工

工学基礎電磁気学 (新・工科系の物理学:TKP-3) 112101712 427||Sa85 理工

スバラシク実力がつくと評判の演習電磁気学キャンパス・ゼミ 

改訂3
112101292 427||Ta54 理工

ブット・グラフ・カペル界面の物理と化学 112101652 428.4||B97 理工

超分子化学 (化学の要点シリーズ:23) 112101801 431.1||Ki17 理工

無機イオン交換体 : 選択的分離機能の発現と応用 112101855 431.36||O31 理工

生物発光の謎を解く (Superサイエンス) 112101261 431.54||O62 理工

Handbook of electrochemistry 1st ed : hbk 112102230 431.7||Z5 理工

コロイド・界面化学 : 基礎と応用 : プライマーケミストリー 112101878 431.8||O98 理工

コロイド・界面化学 : 基礎から応用まで (エキスパート応用化

学テキストシリーズ)
112101291 431.8||Ts42 理工

Physics of thin films 112102048 431.86||E19 理工

分析化学 第2版 基礎編 (基礎教育シリーズ) 112101686 433||Mo86||v.1 理工

イラストレイテッド機器分析学 112101844 433||Sa25 理工

質量分析の源流 : 基礎から学ぶマススペクトロメトリー 112101757 433.2||H67 理工

有機化学1000本ノック 命名法編 112101806 437||Y58 理工

有機化学1000本ノック 立体化学編 112101809 437||Y58 理工

有機化学1000本ノック 反応生成物編 112101856 437||Y58 理工

有機化学1000本ノック 反応機構編 112102153 437||Y58 理工

分子反応モデリングその理論と応用 : 石油・石炭・バイオマス

の高度利用に向けて
112102166 437.01||Kl4 理工

Geographical data science and spatial data analysis : an 

introduction in R (Spatial analytics and GIS series)
112102241 448.9||C85 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

地学大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 112101618 450||Ta26 理工

美しすぎる地学事典 112101620 450||W46 理工

数でとらえる細胞生物学 112101298 463||Mi28 理工

デジタル細胞生物学 : データベース化・ImageJ・R・コマンド

ライン・Git
112101434 463||R79 理工

メタボロミクス実践ガイド : サンプル調製からデータ解析ま

で、あなたに合った実験デザインと達人テクニック (実験医学:

別冊)

112101778 464||B17 理工

生体分子反応を制御する : 化学的手法による機構と反応場の解

明 (CSJ Current Review:36)
112101842 464||N71 理工

相分離 : メカニズムと疾患 : “膜のないオルガネラ"はいかに機

能するか? 神経変性疾患・ウイルス感染とどう関わるか? (実験

医学:増刊:v. 39-no. 10 2021)

112101287 464.1||H72 理工

進化を続ける核酸化学 : ゲノム編集、非二重らせん、核酸医薬 

(CSJ Current Review:41)
112101266 464.27||N71 理工

世界でいちばん小さなカプセル : 環状オリゴ糖が生んだ暮らし

の中のナノテクノロジー
112102152 464.3||Te58 理工

生体物性/医用機械工学 改訂第2版 (臨床工学ライブラリーシ

リーズ:2)
112101812 491.3||I32 理工

生体物性/医用機械工学 改訂第2版 (臨床工学ライブラリーシ

リーズ:2)
112102005 491.3||I32 理工

生体物性・医用材料工学 (臨床工学講座) 112101739 491.3||N34 理工

生体物性・医用材料工学 (臨床工学講座) 112101740 491.3||N34 理工

医療に役立つ遺伝子関連Web情報検索 : 手とり足とり教えます

ガイド 第2版
112102021 491.69||N45 理工

好きになる微生物学 : 感染症の原因と予防法 (好きになるシ

リーズ)
112102059 491.7||W46 理工

医用超音波工学の基礎 : 資格試験の受験から新技術の入り口ま

で
112101320 492.1||Ta67 理工

はじめての医用画像ディープラーニング : 基礎・応用・事例 

2020-2021年版 (医療AIとディープラーニングシリーズ)
112102001 492.8||F67||2020/21 理工

実践編 2021-2022年版 (医療AIとディープラーニングシリー

ズ. 標準医用画像のためのディープラーニング)
112101665 492.8||H31||2021/22 理工

MEの基礎知識と安全管理 改訂第7版 112101841 492.8||N71 理工

医療ICTシステム : ヘルスデータの戦略的活用と地域包括ケア

の推進 第2版 (医療経営士テキスト : これからの病院経営を担

う人材:中級<一般講座>4)

112102020 498.163||Se93 理工

Modelicaによるシステムシミュレーション入門 : モデルベース

開発のための物理システムモデリング (MBD lab series)
112101832 501.2||F47 理工

よくわかる最新センサ技術の基本と仕組み : IoTに不可欠なセ

ンサデバイスを知る (How-nual図解入門)
112101275 501.22||Ma81 理工

粒子法 : 連続体・混相流・粒状体のための計算科学 112101698 501.23||G72 理工

粒子法 : 連続体・混相流・粒状体のための計算科学 112101776 501.23||G72 理工

粒子法による力学 : 連続体シミュレーションへの展開 112101977 501.23||H85 理工

粒子法による力学 : 連続体シミュレーションへの展開 112101978 501.23||H85 理工

粒子法による力学 : 連続体シミュレーションへの展開 112101979 501.23||H85 理工

粒子法入門 : 流体シミュレーションの基礎から並列計算と可視

化まで
112101341 501.23||Ko87 理工

粒子法 (計算力学レクチャーシリーズ:5) 112101675 501.23||Ko87 理工

粒子法 (計算力学レクチャーシリーズ:5) 112101676 501.23||Ko87 理工

粒子法 (計算力学レクチャーシリーズ:5) 112101677 501.23||Ko87 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

いまさら聞けない計算力学の定石 112101348 501.3||D81 理工

工業力学入門 第2版 運動学・動力学 112102127 501.3||Mi38 理工

工業力学入門 第2版 運動学・動力学 112102128 501.3||Mi38 理工

工業力学入門 第3版 静力学 112102053 501.31||Mi38 理工

工業力学入門 第3版 静力学 112102054 501.31||Mi38 理工

一般逆行列と構造工学への応用 (計算工学シリーズ:1) 112101774 501.34||Ka92 理工

産業応用を目指した無機・有機新材料創製のための構造解析技

術 (CMC books)
112101691 501.4||Y84 理工

再生可能エネルギーの技術動向と最新ビジネスモデル 2015 (資

源エネルギー年鑑:特別編集版)
112101673 501.6||Sh29 理工

熱供給事業便覧 令和2年度版 112101219 501.6||Sh29||2020 理工

再生可能エネルギー有効利用の最前線 : 最新技術の実態調査を

踏まえて : 「再生可能エネルギー利用に関する調査研究」研究

プロジェクト

112101884 501.6||Su98 理工

AIとCAEを用いた実用化設計 (解析塾秘伝) 112101549 501.8||H66 理工

ユニバーサルデザインの基礎と実践 : ひとの感覚から空間デザ

インを考える
112101555 501.8||N71 理工

ユニバーサルデザインの基礎と実践 : ひとの感覚から空間デザ

インを考える
112101556 501.8||N71 理工

モデルに基づくシステムズエンジニアリング 112102113 509.6||N73 理工

基礎からわかるリモートセンシング 112102032 512.75||N71 理工

河川工学 112102002 517||Ka99 理工

河川工学 112102003 517||Ka99 理工

河川工学 112102004 517||Ka99 理工

生きのびるための流域思考 (ちくまプリマー新書:378) 112101548 517.5||Ki56 理工

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
112101597 518.12||A59||v.1 理工

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
112101616 518.12||A59||v.2 理工

コンパクトシティのアーバニズム : コンパクトなまちづくり,富

山の経験
112101366 518.8||N34 理工

生きた景観マネジメント 112101614 518.8||N71 理工

生きた景観マネジメント 112101615 518.8||N71 理工

都市計画の構造転換 : 整・開・保からマネジメントまで 112101751 518.8||N71 理工

都市計画の構造転換 : 整・開・保からマネジメントまで 112102156 518.8||N71 理工

大気環境モデリング 112101976 519.3||U77 理工

Design of structural timber to Eurocode 5 2nd ed : pbk. 112102293 524.5||Ma21 理工

Structural timber design to Eurocode 5 2nd ed : pbk 112102201 524.5||P83 理工

Designers' guide to Eurocode 5 : design of timber 

buildings EN 1995-1-1 (Designer's guides to the 

eurocodes)

112102255 524.5||P83 理工

Designers' guide to Eurocode 5 : design of timber 

buildings EN 1995-1-1 (Designer's guides to the 

eurocodes)

112102256 524.5||P83 理工

The behaviour and design of steel structures to EC3 4th 

ed : paperback
112102225 524.6||Tr1 理工

電気設備の自主検査と現場試験 改訂第2版 (現場実務シリー

ズ:12)
112101394 528.43||N71 理工

新編電気設備工事施工図の書き方 改訂第3版 (現場実務シリー

ズ:4)
112101972 528.43||N71 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

Modelicaによるモデルベースシステム開発入門 : Modelicaと

FMIの活用による実践的モデルベース開発 (MBD lab series)
112101692 531.9||H66 理工

基礎機械設計工学 第4版 112101991 531.9||Ka54 理工

モデルベース開発 : モデリング、プラント・モデル、コント

ロール・モデル
112102129 531.9||N73 理工

モデルベース開発 : モデリング、プラント・モデル、コント

ロール・モデル
112102547 531.9||N73 理工

カルノー・熱機関の研究 : 新装版 112101851 533||C19 理工

油圧バルブのメカニズム : カラー図解メカトロニクス入門 : 油

圧機器・システムの構造と作動原理
112101510 534.5||N86 理工

流体工学に基づく油圧回路技術と設計法 (設計技術シリーズ) 112101352 534.5||Ts63 理工

京子のMBD奮戦記 : モデルベース開発でクルマ作っちゃった 

(MBD lab series)
112101742 537||J55 理工

京子のMBD奮戦記 : モデルベース開発でクルマ作っちゃった 

(MBD lab series)
112101743 537||J55 理工

自動車電動化時代の企業経営 112101653 537.09||Sa14 理工

モビリティ革命 : 自動車ビジネスを変革するエンタープライ

ズ・アーキテクチャ
112101985 537.09||W53 理工

自動車業界MBDエンジニアのためのSimulink入門 : 4週間で学

ぶSimulink実践トレーニング 第2版 (MBD lab series)
112102223 537.1||Ku11 理工

トコトンやさしい電気自動車の本 第3版 (B&Tブックス. 今日か

らモノ知りシリーズ)
112101527 537.25||H74 理工

電気自動車工学 : EV設計とシステムインテグレーションの基礎 

第2版
112101989 537.25||H74 理工

きちんと知りたい!電気自動車メカニズムの基礎知識 : 166点の

図とイラストでEVのしくみの「なぜ?」がわかる!
112101477 537.25||I28 理工

きちんと知りたい!電気自動車用パワーユニットの必須知識 : 

158点の図とイラストでパワーユニットのしくみの「なぜ?」が

わかる!

112101377 537.25||Ta46 理工

きちんと知りたい!飛行機メカニズムの基礎知識 : 193点の図と

イラストでヒコーキのしくみの「なぜ?」がわかる!
112101526 538||H55 理工

例題で学ぶ航空工学 : 旅客機・無人飛行機・模型飛行機・人力

飛行機・鳥の飛行
112101775 538||Ka84 理工

航空機の飛行力学と制御 POD版 112102038 538.1||Ka84 理工

例題で学ぶ航空制御工学 112101813 538.2||Ka84 理工

きちんと知りたい!ドローンメカニズムの基礎知識 112101630 538.6||N71 理工

開発の基礎から活用の実際まで (ドローン産業応用のすべ

て:[正])
112101998 538.6||N95||v.1 理工

進化する自律飛行が変える未来 (ドローン産業応用のすべて:続) 112101354 538.6||N95||v.2 理工

日本ドローン年鑑 2021 112101633 538.6||Se74 理工

中国が宇宙を支配する日 : 宇宙安保の現代史 (新潮新書:898) 112101627 538.9||A53 理工

人類はふたたび月を目指す (光文社新書:1106) 112101497 538.9||H34 理工

人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 112101399 538.9||Ko38 理工

はやぶさ2の宇宙大航海記 112101598 538.9||Ts34 理工

はやぶさ2最強ミッションの真実 (NHK出版新書:639) 112101662 538.9||Ts34 理工

Space mission engineering : the new SMAD : pbk (Space 

technology library:v. 28)
112102332 538.9||W59 理工

Space mission engineering : the new SMAD : pbk (Space 

technology library:v. 28)
112102333 538.9||W59 理工

現場の判断、経営の決断 : 宇宙開発に見るリスク対応 112101506 538.9||Y46 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

電気電子系学生のための英語処方 : 論文執筆から口頭発表のテ

クニックまで
112101865 540.7||B12 理工

電験2種過渡現象をラプラス変換で解く26年間 2021年版 152100280 540.79||Y23 理工

DR・VPP・アグリゲーター入門 : 電力システム改革の突破口 112101535 540.9||I15 理工

太陽光発電のスマート基幹電源化 : IoT/AIによるスマートアグ

リゲーションがもたらす未来の電力システム
112101547 540.9||I49 理工

次世代電力システム設計論 : 再生可能エネルギーを活かす予測

と制御の調和
112101993 540.9||I49 理工

電力・エネルギー産業を変革する50の技術 112101417 540.9||O64 理工

絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり 2021年版 112101511 540.91||D58||2021 理工

電気事業法関係法令集 21-22年版 112101456 540.91||O64||2021/22 理工

アメリカのブラックアウト変遷史 112101995 540.92||N99 理工

電気事業便覧 2020年版 112101342 540.92||Sh92||2020 理工

大規模停電の記録 : 電力系統の安全とレジリエンス 112101515 540.93||D21 理工

回路とシステム論の基礎 : 電気回路論と通信理論 (電子・通信

工学:EKR-5)
112101756 541.1||A64 理工

電気回路ポイントトレーニング : 豊富な例題で解法を実践学習

する (初学者でもわかりやすいスーパー解法シリーズ)
112101561 541.1||A84 理工

電気回路教本 第2版 112101784 541.1||H38 理工

新しい電気回路 上 112101250 541.1||Ma93||v.1 理工

電気回路の基礎 112101253 541.1||Mi77 理工

電気回路理論 : 直流回路と交流回路 (新・電気システム工

学:TKE-3)
112101752 541.1||O73 理工

トコトンやさしい電線・ケーブルの本 (B&Tブックス. 今日から

モノ知りシリーズ)
112101599 541.62||F74 理工

High-frequency magnetic components 2nd. ed. 112102212 542||Ka99 理工

電気技術発展の秘話 : 技術を陰で支えた人々 112101810 542||Y13 理工

モータ設計のための磁性材料技術 : ネオジム磁石やアモルファ

ス材料などの活用法 (設計技術シリーズ)
112101487 542.13||A29 理工

ベクトル磁気特性技術と設計法 : モータの低損失・高効率化設

計法 (設計技術シリーズ)
112101732 542.13||E63 理工

小型モータの原理と駆動制御 : 省電力を実現する (設計技術シ

リーズ)
112101421 542.13||I76 理工

Electric motor control : DC, AC and BLDC motors 112102231 542.13||Ki31 理工

省エネモータドライブシステムの基礎と設計法 (設計技術シ

リーズ)
112101435 542.33||Mo55 理工

仮想発電所システムの構築技術 112101529 543.1||N76 理工

太陽光発電 : 基礎から電力系への導入まで (物質・材料テキス

トシリーズ)
112101725 543.7||H89 理工

太陽光発電の「卒FIT」入門 112101999 543.8||Mo83 理工

くずれない・つぶれない太陽光発電設備の架台と基礎 112101648 543.8||O54 理工

ワイヤレス給電技術入門 112101415 544.2||Kr1 理工

配電ネットワークシステム工学 112101495 544.41||H15 理工

高圧受電設備規程 : JEAC 8011-2020 第4版 : [東北] (電気技

術規程:需要設備編)
112101668 544.49||J99 理工

低圧電気取扱特別教育テキスト : 講習用テキスト 第7版 112102035 544.49||N71 理工

高圧受電設備の保守管理 : 経験から培ったかんりの要諦 (ツボ) 

第2版
112101572 544.49||To46 理工

情報・符号理論 : ディジタル通信の基礎を学ぶ (InfoCom Be-

TEXT)
112102022 547||Ka39 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

情報通信技術はどのように発達してきたのか (Beret science) 112102112 547.02||I55 理工

IoT技術テキスト : 「MCPC IoTシステム技術検定基礎対応」公

式ガイド 改訂2版 基礎編
112101519 547.48||Mo11 理工

ネットワークはなぜつながるのか : 知っておきたいTCP/IP、

LAN、光ファイバの基礎知識 第2版
112101419 547.483||To63 理工

無線通信の基礎技術 : ディジタル化からブロードバンド化へ 

(現代電子情報通信選書 : 知識の森)
112102116 547.5||D59 理工

ワイヤレスブロードバンド技術 : IEEE802と4G携帯の展開, 

OFDMとMIMOの技術
112101771 547.5||N61 理工

ギガヘルツ時代の電波解析教科書 : マクスウェルの基本則から

数式を用いて解き明かす (RF design series)
112101713 547.5||Sa85 理工

電磁波工学入門 (電子・通信工学:EKR-18) 112101721 547.5||Ta33 理工

よくわかるワイヤレス通信 112101372 547.5||Ta84 理工

イラストでまなぶ電波と通信 新版 112102025 547.5||Y89 理工

無線工学 第2版 B (1・2陸技受験教室:2, 3) 112101357 547.507||Y89 理工

無線工学 第2版 A (1・2陸技受験教室:2, 3) 112101387 547.507||Y89 理工

基礎電磁波工学 (電気・電子工学ライブラリ:UKE-C4) 112101733 547.51||Mu53 理工

電磁波工学の基礎 (新・電子システム工学:TKR-8) 112101693 547.51||N39 理工

Analysis of multiconductor transmission lines 2nd ed : 

cloth
112102243 547.51||P28 理工

マイクロ波工学 : 基礎と応用 POD版 112102037 547.516||O38 理工

メタマテリアルアンテナの基礎 112101631 547.53||U77 理工

レーダシステムの基礎理論 112101773 547.65||I89 理工

図解よくわかる衛星測位と位置情報 112101444 547.66||Ku11 理工

基本からわかるシーケンス制御 : 電磁リレーによるシーケンス

制御についてわかりやすく解説 : カラー徹底図解
112101492 548.3||I71 理工

自動車システムのモデルベース開発入門 : サプライヤーとOEM

との協調を加速する国際標準記述言語(VHDL-AMS)によるモデ

ル構築技法

112102041 548.3||Ko51 理工

自動車システムのモデルベース開発入門 : サプライヤーとOEM

との協調を加速する国際標準記述言語(VHDL-AMS)によるモデ

ル構築技法

112102042 548.3||Ko51 理工

自律走行ロボットの制御技術 : モータ制御からSLAM技術まで 

(設計技術シリーズ)
112101439 548.3||Ma61 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

モデルベース開発のための複合物理領域モデリング (MBD lab 

series)
112102264 548.3||O28 理工

ロボット用触覚センサの設計法 : 実用ロボット・VR・触覚ディ

スプレイ開発へ向けて (設計技術シリーズ)
112101411 548.3||O69 理工

ロボットセンサフュージョンの基礎と分析手法 : センサ情報の

高効率な統合処理 (設計技術シリーズ)
112101550 548.3||W46 理工

制御工学のこころ 古典制御編 112101350 548.31||A16 理工

ディジタル制御と実時間最適制御 112101413 548.31||Ka84 理工

11ステップ制御設計 : PIDとFFでつくる素性のよい制御系 112101395 548.31||Sa29 理工

Electronics engineering 2nd ed. 112102562 549||P21 理工

電気機器の電気力学と制御 : 電磁現象のモデリングから制御系

設計まで POD版
112101874 549||Sa32 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

電磁ノイズ発生メカニズムと克服法 : 電子機器の誤動作対策設

計事例集と解説 (設計技術シリーズ)
112101699 549.1||G32 理工

はじめての電子回路15講 112101457 549.3||A37 理工

共振形スイッチングコンバータの基礎 112102033 549.3||O15 理工

ディジタル・オシロスコープ実践活用法 : しくみを知れば真の

波形が見えてくる (計測器BASIC)
112101862 549.53||A43 理工

オシロスコープ超入門 (測定器入門シリーズ) 112101984 549.53||So32 理工

絵ときでわかるパワーエレクトロニクス 改訂2版 112101986 549.8||Ko25 理工

パワエレ図鑑 112101451 549.8||Mo55 理工

はじめてのパワーエレクトロニクス : 電気の基本からよくわか

る
112101987 549.8||Mo55 理工

パワーエレクトロニクス 112101983 549.8||Sa44 理工

量子効果半導体 112101858 549.8||Sa75 理工

工科系学生のための光・レーザ工学入門 112101863 549.95||N39 理工

鋳鉄鋳物製造現場のQ&A 第2版 112101222 564||N71 理工

環境・エネルギー 第5版 (鉄鋼便覧:第6巻) 112101228 564.036||Te31||v.6 理工

ダイカストのロマン, Passion for Diecasting 112101883 566.18||N72 理工

はじめてのレーザ溶接 (はじめての溶接シリーズ:3) 112101478 566.6||A67 理工

溶接機器・材料・高圧ガスの基礎知識 : 溶材商社営業マン向け

スキルアップ読本 [2020]
112102029 566.6||Sa66 理工

溶接・接合技術入門 新版改訂 112102034 566.6||Y85 理工

新溶接アーク現象 112101974 566.62||Y85 理工

現代化学工学 増補版 112101860 571||H38 理工

現代化学工学 増補版 112101861 571||H38 理工

バリューチェーンと単位操作から見たリサイクル (最近の化学

工学:69)
112101480 571||Ka16 理工

化学系学生のための化学工学 112101825 571||Mo45 理工

化学系学生のための化学工学 112101826 571||Mo45 理工

データに学ぶLiイオン電池の充放電技術 : 速く,確実に,そして安

全に!高密度エネルギ・デバイスを正しく使いこなす (Power 

electronics)

112101353 572.12||E21 理工

2時間でわかる蓄電池ビジネスの未来 112102126 572.12||E21 理工

蓄電システム用二次電池の高機能・高容量化と安全対策 : 材

料・構造・量産技術、日欧米安全基準の動向を踏まえて
112101857 572.12||O73 理工

電池の覇者 : EVの命運を決する戦い 112101617 572.12||Sa85 理工

蓄電デバイスの今後の展開と電解液の研究開発 普及版 (CMCテ

クニカルライブラリー:764. エレクトロニクスシリーズ)
112101335 572.12||To14 理工

リチウムイオン電池の高安全・評価技術の最前線 普及版 (CMC

テクニカルライブラリー:756. エレクトロニクスシリーズ)
112101337 572.12||Y92 理工

触媒調製ハンドブック 112101847 572.8||A37 理工

世界のCCS・CO2分離回収技術最新業界レポート : 書籍 112101593 574.27||Sh26 理工

ガス事業便覧 2020年版 112101690 575.34||N71||2020 理工

図解でよくわかるスマート農業のきほん : 最新農業の基礎から

ドローン技術習得、作業記録と生産管理、新規参入まで (すぐ

わかるすごくわかる!)

112101581 614.8||N93 理工

若者と地域観光 : 大都市のオルタナティブな観光的魅力を探る 112102072 618.21||Su38 理工

リグニン利用の最新動向 普及版 (CMCテクニカルライブラ

リー:727. 新材料・新素材シリーズ)
112101715 658.4||Sa27 理工

MaaSが都市を変える : 移動×都市DXの最前線 112101608 681.8||Ma34 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

MaaSが都市を変える : 移動×都市DXの最前線 112101609 681.8||Ma34 理工

公共交通が人とまちを元気にする : 数字で読みとく!富山市のコ

ンパクトシティ戦略
112102105 681.8||Ma83 理工

公共交通が人とまちを元気にする : 数字で読みとく!富山市のコ

ンパクトシティ戦略
112102106 681.8||Ma83 理工

ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか : 非体育会系スポー

ツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間
112101388 780.7||Ta42 理工

TOEIC L&Rテスト究極単語 (きわめたん) : advanced 2700 : 

目指せ!スコア730-900突破
112101622 830.79||F57 理工

An introduction to audio description : a practical guide e-

book (Translation Practices Explained)
152100203 電子ブック 理工

Structural timber design to Eurocode 5 2nd ed. electronic 

bk.
152100204 電子ブック 理工

The behaviour and design of steel structures to EC3 4th 

ed. /N.S. Trahair ... [et al.]. ebk
152100205 電子ブック 理工

C++でつくるUnreal Engineアプリ開発for Windows & 

macOS : 初歩からプラグイン開発まで : electronic bk
152100214 電子ブック 理工

Docker実践ガイド : コンテナ環境の構築・運用・活用 第2版 : 

electronic bk (Impress top gear)
152100215 電子ブック 理工

Effective C#6.0/7.0 : ジェネリスクとLINQを中心に、洗練さ

れたプログラムにする50の方法 : electronic bk
152100216 電子ブック 理工

Excelで学ぶ時系列分析 : 理論と事例による予測 : 

Excel2016/2013対応版 : electronic bk
152100217 電子ブック 理工

MATLABで学ぶ実践画像・音声処理入門 : electronic bk 152100218 電子ブック 理工

MATLABで学ぶ生体信号処理 : electronic bk 152100219 電子ブック 理工

MATLABクイックスタート : 数式処理から機械学習まで : 

electronic bk
152100220 電子ブック 理工

More Effective C#6.0/7.0 : API設計、非同期プログラミン

グ、動的プログラミング、並列処理をクールに使い倒す50の方

法 : electronic bk

152100221 電子ブック 理工

Pythonで学ぶ音声認識 : electronic bk (機械学習実践シリー

ズ)
152100222 電子ブック 理工

Python機械学習 : 事例とベストプラクティス : 基本実装と

scikit-learn/TensorFlow/PySpark活用 : electronic bk
152100223 電子ブック 理工

Python機械学習プログラミング : 達人データサイエンティスト

による理論と実践 第3版 : electronic bk (Impress top gear)
152100224 電子ブック 理工

RustではじめるOPENGL : Windows/Linux両対応のサンプル

で段階的に技術を習得! : electronic bk (技術の泉Series)
152100225 電子ブック 理工

SwiftUIではじめるiPhoneアプリプログラミング入門 : 

electronic bk
152100226 電子ブック 理工

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 : electronic bk
152100227 電子ブック 理工

いまさら聞けない計算力学の定石 : electronic bk 152100228 電子ブック 理工

コンパイラ 第2版 : electronic bk 152100229 電子ブック 理工

コンパクトシティのアーバニズム : コンパクトなまちづくり,富

山の経験 : electronic bk
152100230 電子ブック 理工

ソフトウェア工学 : electronic bk 152100231 電子ブック 理工

ソフトウェア工学から学ぶ機械学習の品質問題 : electronic bk 152100232 電子ブック 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

テキサスに学ぶ驚異の電力システム : 日本に容量市場・ベース

ロード市場は必要か? : electronic bk (New thinking and new 

ways)

152100233 電子ブック 理工

女子高生乱子によるベイズ統計学入門講座 : electronic bk (と

ある弁当屋の統計技師 (データサイエンティスト):3)
152100234 電子ブック 理工

実習で学ぶモデルベース開発 : 『モデル』を共通言語とするV

字開発プロセス : electronic bk
152100235 電子ブック 理工

実践的ソフトウェア工学 : 実践現場から学ぶソフトウェア開発

の勘所 第2版 : electronic bk (トップエスイー入門講座:1)
152100236 電子ブック 理工

工学のための物理数学 : electronic bk 152100237 電子ブック 理工

工学系のための応用数学 : electronic bk 152100238 電子ブック 理工

形状設計ノウハウ集 : 熟練設計者の頭の中にある, 知恵と工夫

を教えます : electronic bk
152100239 電子ブック 理工

日本の電力ネットワーク改革 : 送電線・配電線をめぐる諸問題

の経緯と展望 : electronic bk (New thinking and new ways)
152100242 電子ブック 理工

日本の電力改革・再エネ主力化をどう実現する : RE100とパリ

協定対応で2020年代を生き抜く : electronic bk (New 

thinking and new ways)

152100243 電子ブック 理工

演習電気磁気学 : 新装版 : electronic bk 152100244 電子ブック 理工

社会科学のためのベイズ統計モデリング : electronic bk (統計

ライブラリー)
152100245 電子ブック 理工

粒子法入門 : 流体シミュレーションの基礎から並列計算と可視

化まで : electronic bk
152100247 電子ブック 理工

防災リテラシー 第2版 : electronic bk 152100248 電子ブック 理工

電気回路と伝送線路の基礎 : electronic bk 152100249 電子ブック 理工

過渡現象の基礎 第2版 : electronic bk 152100256 電子ブック 理工

よくわかる過渡現象 : electronic bk 152100257 電子ブック 理工

基礎からの過渡現象 : electronic bk 152100258 電子ブック 理工

ドローンプログラミング : アプリ開発から機体制御まで : DJI 

SDK対応 : electronic bk
152100259 電子ブック 理工

SwiftUI開発レシピ : 1人でアプリを作る人を支える : 

electronic bk (インプレスR&D「next publishing」) (技術の

泉Series)

152100260 電子ブック 理工

機械学習・深層学習による自然言語処理入門 : scikit-learnと

TensorFlowを使った実践プログラミング : electronic bk
152100261 電子ブック 理工

SDGs白書2020-2021 : コロナ禍の先の世界を拓くSX戦略 : 

electronic bk
152100262 電子ブック 理工

世界の再生可能エネルギーと電力システム : 全集 : electronic 

bk (インプレスR&D「next publishing」) (New thinking and 

new ways. E-Book/Print Book)

152100263 電子ブック 理工

ひたすら楽して音響信号解析 : MATLABで学ぶ基礎理論と実装 

: electronic bk
152100265 電子ブック 理工

はじめての統計データ分析 : ベイズ的｢ポストp値時代｣の統計

学 : electronic bk
152100266 電子ブック 理工

研究に役立つJASPによるデータ分析 : 頻度論的統計とベイズ統

計を用いて : electronic bk
152100267 電子ブック 理工

製品開発を成功させる実現性予測法 : electronic bk 152100268 電子ブック 理工

High-frequency magnetic components Second edition : 

electronic book
152100374 電子ブック 理工

Handbook of electrochemistry 1st ed e-book 152100375 電子ブック 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

Electric motor control : DC, AC and BLDC motors e-book 152100376 電子ブック 理工

独習Python : electronic bk 152100386 電子ブック 理工

アメリカのブラックアウト変遷史 : electronic bk 152100387 電子ブック 理工

くずれない・つぶれない太陽光発電設備の架台と基礎 : 専門外

でも分かるPV構造設計の本 : electronic bk
152100388 電子ブック 理工

絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり 2021年版 : electronic 

bk
152100389 電子ブック 理工

結び目理論入門 上 : electronic bk (岩波数学叢書) 152100390 電子ブック 理工

データサイエンス入門 第2版 : electronic bk (データサイエン

ス大系)
152100391 電子ブック 理工

離散群の幾何学 : electronic bk (現代基礎数学:5) 152100394 電子ブック 理工

日本の移民統合 : 全国調査から見る現況と障壁 : electronic bk 152100395 電子ブック 理工

日本の移民統合 : 全国調査から見る現況と障壁 : electronic bk 152100396 電子ブック 理工

多様性との対話 : ダイバーシティ推進が見えなくするもの : 

electronic bk (青弓社ライブラリー:100)
152100397 電子ブック 理工

配電ネットワークシステム工学 : electronic bk 152100398 電子ブック 理工

電力・エネルギー産業を変革する50の技術 : electronic bk 152100399 電子ブック 理工

DR・VPP・アグリゲーター入門 : 電力システム改革の突破口 : 

electronic bk
152100400 電子ブック 理工

パワエレ図鑑 : electronic bk 152100401 電子ブック 理工

工科系学生のための光･レーザ工学入門 : electronic bk 152100402 電子ブック 理工

電気技術発展の秘話 : 技術を陰で支えた人々 : electronic bk 152100403 電子ブック 理工

線形代数セミナー : 射影, 特異値分解, 一般逆行列 : electronic 

bk
152100404 電子ブック 理工

Pythonで学ぶ音声合成 : electronic bk (機械学習実践シリー

ズ)
152100419 電子ブック 理工

よくわかるワイヤレス通信 : electronic bk 152100422 電子ブック 理工

グラフの数え上げ : 母関数を礎にして : electronic bk 152100424 電子ブック 理工

パワーエレクトロニクス : electronic bk 152100425 電子ブック 理工

メタボロミクス実践ガイド : サンプル調製からデータ解析ま

で、あなたに合った実験デザインと達人テクニック : 

electronic bk (実験医学:別冊)

152100426 電子ブック 理工

レーダシステムの基礎理論 : electronic bk 152100428 電子ブック 理工

ワイヤレスブロードバンド技術 : IEEE802と4G携帯の展開, 

OFDMとMIMOの技術 : electronic bk
152100429 電子ブック 理工

共振形スイッチングコンバータの基礎 : electronic bk 152100430 電子ブック 理工

制御工学のこころ 古典制御編 : electronic bk 152100431 電子ブック 理工

情報・符号理論 : ディジタル通信の基礎を学ぶ : electronic bk 

(InfoCom Be-TEXT)
152100439 電子ブック 理工

情報理論 : 情報量～誤り訂正がよくわかる : electronic bk 152100440 電子ブック 理工

最適化手法入門 スマホ・読上 : electronic bk (データサイエン

ス入門)
152100443 電子ブック 理工

有機化学1000本ノック 反応生成物編 : electronic bk 152100444 電子ブック 理工

有機化学1000本ノック 命名法編 : electronic bk 152100445 電子ブック 理工

有機化学1000本ノック 立体化学編 : electronic bk 152100446 電子ブック 理工

無線工学 第2版 A: electronic bk (1・2陸技受験教室:2) 152100448 電子ブック 理工

無線工学 第2版 B: electronic bk (1・2陸技受験教室:3) 152100449 電子ブック 理工

生体分子反応を制御する : 化学的手法による機構と反応場の解

明 : electronic bk (CSJ Current Review:36)
152100451 電子ブック 理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

絵ときでわかるパワーエレクトロニクス 改訂2版 : electronic 

bk
152100453 電子ブック 理工

一般逆行列と構造工学への応用 : electronic bk (計算工学シ

リーズ:1)
152100463 電子ブック 理工

人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 : electronic 

bk
152100464 電子ブック 理工

現代暗号の誕生と発展 : ポスト量子暗号・仮想通貨・新しい暗

号 : electronic bk
152100467 電子ブック 理工

電気磁気学 第2版 : 新装版 : electronic bk 152100468 電子ブック 理工

Pythonによる異常検知 第1版 : electronic bk 152100486 電子ブック 理工

Deep Learning with Python : electronic bk 152100491 電子ブック 理工

Deep learning e-book (The MIT press essential knowledge 

series)
152100492 電子ブック 理工

Practical deep learning for cloud, mobile, and edge : real-

world AI and computer-vision projects using Python, 

Keras, and TensorFlow e-book

152100493 電子ブック 理工

Python image processing cookbook : over 60 recipes to 

help you perform complex image processing and 

computer vision tasks with ease e-book

152100494 電子ブック 理工

Physics of thin films : electronic bk 152100495 電子ブック 理工

Combinatorial matrix theory and generalized inverses of 

matrices : electronic bk
152100496 電子ブック 理工

Complexity Science. electronic bk. 152100518 電子ブック 理工

Quantitative Geochemistry. electronic bk. 152100519 電子ブック 理工

有機化学1000本ノック 反応機構編 : electronic bk 152100585 電子ブック 理工

「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし 112101833 319.102||H77 留学生・教育文化

木村政彦柔道の技 112101432 789.2||Ki39 留学生・教育文化

風の谷のナウシカ : レンタル専用 (ジブリがいっぱい

COLLECTION. Studio Ghibli DVD video )
112101224 DVD||493 留学生・教育文化

「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし スマホ・読上付 : 

electronic bk
152100420 電子ブック 留学生・教育文化

Connectography : mapping the future of global civilization 

: pbk
112102073 312.9||Kh 留学生・国際資源

Europe in an era of growing Sino-American competition : 

coping with an unstable triangle : hbk (Routledge studies 

in European security and strategy)

112102237 319.3||B41 留学生・国際資源

Improving energy decisions : towards better scientific 

policy advice for a safe and secure future energy system 

(Ethics of science and technology assessment:v. 42)

112102065 501.6||D92 留学生・国際資源

Transatlantic environment and energy politics : 

comparative and international perspectives : pbk (Global 

environmental governance series)

112102288 519||Sc7 留学生・国際資源

Environmental politics in Japan, Germany, and the United 

States : pbk
112102229 519.1||Sc7 留学生・国際資源

Data-driven reservoir modeling : top-down modeling 

(TDM) : a paradigm shift in reservoir modeling, the art 

and science of building reservoir models based on field 

measurements

112102272 568.1||Mo17 留学生・国際資源

Transatlantic environment and energy politics : 

comparative and international perspectives : electronic bk 

(Global environmental governance series)

152100414 電子ブック 留学生・国際資源



書名 資料ID 請求記号 選定部局

Environmental politics in Japan, Germany, and the United 

States : electronic bk
152100417 電子ブック 留学生・国際資源

Europe in an era of growing Sino-American competition : 

coping with an unstable triangle : electronic bk (Studies in 

European Security and Strategy)

152100511 電子ブック 留学生・国際資源

Improving energy decisions : towards better scientific 

policy advice for a safe and secure future energy system 

e-book (Ethics of science and technology 

assessment,:volume 42)

152100512 電子ブック 留学生・国際資源

Data-driven reservoir modeling : top-down modeling 

(TDM) : a paradigm shift in reservoir modeling, the art 

and science of building reservoir models based on field 

measurements : electronic bk

152100513 電子ブック 留学生・国際資源

Connectography : Mapping the Future of Global 

Civilization. electronic bk.
152100521 電子ブック 留学生・国際資源

IoT automation : arrowhead framework : pbk 112102205 007.3||D55 留学生・理工

Practical Node-RED programming : learn powerful visual 

programming techniques and best practices for the web 

and IoT : pbk

112102146 007.64||Z||H13 留学生・理工

Complexity science : an introduction 112102213 400||P36 留学生・理工

Physical electrochemistry : fundamentals, techniques, and 

applications 2nd ed : pbk
112102214 431.7||E46 留学生・理工

A practical guide to instrumental analysis 112102224 433||P96 留学生・理工

Quantitative geochemistry 112102209 450.13||Z5 留学生・理工

Formation and control of biofilm in various environments 112102077 465||Ka53 留学生・理工

Fundamentals and applications of renewable energy 112101770 501.6||Ka58 留学生・理工

数値流砂水理学 : 粒子法による混相流と粒状体の計算力学 POD

版
112102110 517.1||G72 留学生・理工

数値流砂水理学 : 粒子法による混相流と粒状体の計算力学 POD

版
112102111 517.1||G72 留学生・理工

Industrial PID controller tuning : with a multiobjective 

framework using MATLAB (Advances in industrial control)
112102043 548.3||D46 留学生・理工

AI and IoT-based intelligent automation in robotics 112102202 548.3||D93 留学生・理工

III-V compound semiconductors and devices : an 

introduction to fundamentals (Graduate texts in physics)
112102050 549.8||C38 留学生・理工

Surface alignment, new technologies and smart device 

applications : hbk. (IET materials, circuits and devices:68. 

High quality liquid crystal displays and smart devices:v. 2)

112102328 549.9||I74||v.2 留学生・理工

Electron-based bioscience and biotechnology 112102052 579.9||I75 留学生・理工

理系留学生のための自然科学の日本語 112101358 810.7||H94 留学生・理工

Practical Node-RED Programming : Learn Powerful Visual 

Programming Techniques and Best Practices for the Web 

and IoT. electronic bk.

152100163 電子ブック 留学生・理工

Engineering circuit analysis 11th ed., international student 

version : electronic bk
152100201 電子ブック 留学生・理工

Physical electrochemistry : fundamentals, techniques, and 

applications 2nd ed : electronic bk
152100377 電子ブック 留学生・理工

IoT automation : arrowhead framework : electronic bk 152100413 電子ブック 留学生・理工



書名 資料ID 請求記号 選定部局

A Practical Guide to Instrumental Analysis. electronic bk. 152100454 電子ブック 留学生・理工

III-V compound semiconductors and devices : an 

introduction to fundamentals : electronic bk (Graduate 

Texts in Physics)

152100497 電子ブック 留学生・理工

Industrial PID Controller Tuning : With a Multiobjective 

Framework Using MATLABª : electronic bk (Advances in 

Industrial Control Ser)

152100498 電子ブック 留学生・理工

Electron-based bioscience and biotechnology e-book 152100499 電子ブック 留学生・理工

Formation and control of biofilm in various environments 

e-book
152100500 電子ブック 留学生・理工

Introduction to flight Ninth, international student edition. : 

electronic bk
152100501 電子ブック 留学生・理工

High quality liquid crystal displays and smart devices v.2 

e-book (IET Materials, Circuits and Devices Series:68)
152100502 電子ブック 留学生・理工

AI and IoT-based intelligent automation in robotics 152100517 電子ブック 留学生・理工


