
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
Python機械学習ライブラリ : scikit-learn活用レシピ80+

(Impress top gear)

Julian Avila, Trent

Hauck著/クイー
プ訳

インプレス 007.13||Av 219000809

2 人工知能プログラミングのための数学がわかる本 石川聡彦著 KADOKAWA 007.13||Is 219000784

3
Pythonで学ぶ強化学習 : 入門から実践まで (MLS機械学習ス
タートアップシリーズ)

久保隆宏著 講談社 007.13||Ku 219000792

4
人工知能はなぜ椅子に座れないのか : 情報化社会における
「知」と「生命」 (新潮選書)

松田雄馬著 新潮社 007.13||Ma 219001041

5 AI原論 : 神の支配と人間の自由 (講談社選書メチエ:672) 西垣通著 講談社 007.13||Ni 219001017

6
機械カニバリズム : 人間なきあとの人類学へ (講談社選書メ
チエ:683)

久保明教著 講談社 007.3||Ku 219000791

7 Swift 4プログラミング入門 : iOS 11+Xcode 9対応 飛岡辰哉著 ソシム 007.64||To 219000911

8
ファンベース : 支持され、愛され、長く売れ続けるために
(ちくま新書:1305)

佐藤尚之著 筑摩書房 080||Ch||1305 219001080

9
応援される会社 : 熱いファンがつく仕組みづくり (光文社新
書:926)

新井範子, 山川悟
著

光文社 080||Ko||926 219001066

10 たたら製鉄の歴史 (歴史文化ライブラリー:484) 角田徳幸著 吉川弘文館 208||Re||484 219001274

11
製糸 (いと) の都市 (まち) 前橋を築いた人々 : 前橋商工会議所
創立120周年記念

前橋商工会議所編
上毛新聞社事業
局出版部

213.3||It 219000987

12 世界一の庭師の仕事術 : 路上花屋から世界ナンバーワンへ 石原和幸著 WAVE出版 289.1||Is 219001247

13 僕は庭師になった 村雨辰剛著 クラーケン 289.1||Mu 219001207

14 贅沢の法則 : 消費ユートピアの透視図 田村正紀著 白桃書房 331.87||Ta 219000863

15 自動走行と自動車保険 (交通法研究:第46号) 日本交通法学会編 有斐閣 339.9||Ji 219001189

16
現場で役立つ薬のホント : 種類・飲み方・副作用 (ポケット
介護)

織田聡, 織田しの
ぶ, 平井みどり編

技術評論社 369.26||Od 219001114

17 ポスト地方創生 : 大学と地域が組んでどこまでできるか
平井太郎編著/北
原啓司 [ほか] 著

弘前大学出版会 377.28||Po 219001146

18 明日の農業に挑戦 : 高崎健康福祉大学で学ぶ農業の未来 鶴蒔靖夫著 IN通信社 377.28||Ts 219001181

19 文系でもよくわかる世界の仕組みを物理学で知る 松原隆彦著 山と溪谷社 420||Ma 219001110

20
Fundamentals of Theoretical Plasma Physics : Mahtematical

Description of Plasma Waves
Hee J Lee World Scientific 427.6||Le 219001186

21
Electric potential in toroidal plasmas (Springer series in

plasma science and technology)

A.V.

Melnikov/edited

Springer Nature

Switzerland
427.6||Me 219001165

22 新天文学 : 楕円軌道の発見
ヨハネス・ケプ
ラー著/岸本良彦

工作舎 440.12||Ke 219001201

23
輻射輸送と輻射流体力学 (シリーズ〈宇宙物理学の基礎〉:3

巻)

梅村雅之, 福江純,

野村英子著
日本評論社 440.12||Sh||3 219000857

24 アルマゲスト
プトレマイオス著
/薮内清訳

恒星社厚生閣 440.2||Pt 219000985

25 地球内部の物質科学 (現代地球科学入門シリーズ:13) 大谷栄治著 共立出版 450.12||Ot 219000812

26
ありえない138億年史 : 宇宙誕生と私たちを結ぶビッグヒス
トリー : A big history of our planet and ourselves

ウォルター・アル
バレス著/山田美

光文社 450||Al 219000818

27 地球・環境・資源 : 地球と人類の共生をめざして 第2版
高木秀雄 [ほか]

著
共立出版 450||Ch 219000813

28 地球大気の科学 (現代地球科学入門シリーズ:3) 田中博著 共立出版 451.3||Ta 219000811

29 気象学入門 : トコトン図解
釜堀弘隆, 川村隆
一著

講談社 451||Ka 219000788

30 瀬戸内海流域の水環境 : 里水
小野寺真一, 齋藤
光代, 北岡豪一編

吉備人出版 452.9||On 219001136

31 海の世界地図
Don Hinrichsen

[著]/こどもくらぶ
丸善出版 452||Hi 219000982

学生用理工系図書新着リスト(８月)



32
地震学をつくった男・大森房吉 : 幻の地震予知と関東大震災
の真実

上山明博著 青土社 453.021||Ue 219000905

33
衛星画像で読み解く日本の温泉82 : 北海道から九州までの天
然温泉を探る

福田重雄著 日本評論社 453.9||Fu 219000858

34 地形現象のモデリング : 海底から地球外天体まで
遠藤徳孝 [ほか]

編
名古屋大学出版
会

454||Ch 219000916

35 はじめの一歩物理探査学入門 水永秀樹著 九州大学出版会 455.07||Mi 219001172

36
地層のきほん : やさしいイラストでしっかりわかる : 縞模様
はどうしてできる?岩石や化石から何がわかる?地球の活動を

目代邦康, 笹岡美
穂著

誠文堂新光社 456||Mo 219001074

37 京大発!フロンティア生命科学
京都大学大学院生
命科学研究科編

講談社 460||Ky 219000790

38
生老死の進化 : 生物の「寿命」はなぜ生まれたか (学術選
書:085)

高木由臣著
京都大学学術出
版会

461.1||Ta 219000915

39
赤の女王 : 性とヒトの進化 (ハヤカワ文庫:7447. ハヤカワ文
庫NF:NF418)

マット・リドレー
著/長谷川真理子

早川書房 467.5||Ri 219001054

40 NHKスペシャル人類誕生
NHKスペシャル
「人類誕生」制作

学研プラス 469.2||Nh 219000786

41 無脊椎水族館 宮田珠己著 本の雑誌社 480.76||Mi 219000923

42
先生、オサムシが研究室を掃除しています! (「鳥取環境大
学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 219001132

43 汽水域に生きる巻貝たち : その生態研究史と保全 和田恵次著 東海大学出版部 484.6||Wa 219000846

44 アゲハチョウの世界 : その進化と多様性
吉川寛, 海野和男
著

平凡社 486.8||Yo 219000869

45 日本の海水魚 改訂版 (山溪ハンディ図鑑:13)
吉野雄輔写真・解
説

山と溪谷社 487.5||Ni 219000877

46 学生と考える生命倫理 第2版
金子章道 [ほか]

編
ナカニシヤ出版 490.15||Ga 219001191

47
McDonald's blood flow in arteries : theoretical, experimental

and clinical principles 6th ed. / [edited by] Wilmer W. Nichols,
Hodder Arnold 491.324||Mc 219001233

48 若返るクラゲ老いないネズミ老化する人間
ジョシュ・ミッテ
ルドルフ, ドリオ

集英社インター
ナショナル/集英

491.358||Mi 219000906

49 吃音 : 伝えられないもどかしさ 近藤雄生著 新潮社 496.9||Ko 219000796

50
歯は抜くな : 抜くといわれた歯を守る : Dr.イワタの本気のア
ドバイス 改訂版

岩田有弘著/相澤
るつ子絵

文溪堂 497||Iw 219000909

51 HACCP導入と運用の基本 改訂版 荒木惠美子編集
日本食品衛生協
会

498.54||Ha 219000944

52
人生を変える最強の食事習慣 : 『時間栄養学』で「健康」
「成功」を手に入れる

大池秀明著 農林統計協会 498.56||Oi 219001098

53
発達障害を職場でささえる : 全員の本領発揮を目指すプレゼ
ンティーズムという視点

宮木幸一著 東京大学出版会 498.8||Mi 219000801

54 新薬の狩人たち : 成功率0.1%の探求
ドナルド・R・キ
ルシュ, オギ・

早川書房 499.02||Ki 219000802

55
工学部生のための研究の進めかた : "使いやすさ"の追究と倫
理的配慮

西山敏樹著
慶應義塾大学出
版会

501.84||Ni 219000898

56 50 (フィフティ) : いまの経済をつくったモノ
ティム・ハー
フォード著/遠藤

日本経済新聞出
版社

507.1||Ha 219000855

57 世界をつくった6つの革命の物語 (新・人類進化史)
スティーブン・
ジョンソン著/大

朝日新聞出版 507.1||Jo 219000781

58 世界を変えた6つの「気晴らし」の物語 (新・人類進化史)
スティーブン・
ジョンソン著/大

朝日新聞出版 507.1||Jo 219000782

59 ネイティブスピーカーも納得する技術英語表現
福岡俊道,

Matthew Rooks共
コロナ社 507.7||Fu 219000828

60 科学英語の書き方とプレゼンテーション 増補
日本機械学会編/

石田幸男編著/村
コロナ社 507.7||Ka 219000827

61 技術の倫理 : 技術を通して社会がみえる 鬼頭葉子著 ナカニシヤ出版 507||Ki 219001193

62 理系の学生と学ぶ倫理 上杉敬子著 晃洋書房 507||Ue 219001238

63 巨大重機の世界 高石賢一著 東京書籍 513.8||Ta 219000847

64 橋を見に行こう : 伝えたい日本の橋 (伝えたい日本の橋) 平野暉雄写真・文 自由国民社 515.02||Hi 219000839

65 世界の美しい橋 : bridges in the world
パイインターナ
ショナル編著

パイインターナ
ショナル

515||Se 219000891

66
このゴミは収集できません : ゴミ清掃員が見たあり得ない光
景

滝沢秀一著 白夜書房 518.54||Ta 219001141

67
The mathematics of urban morphology (Modeling and

simulation in science, engineering & technology)

Luca D'Acci,

editor/foreword by
Birkhäuser 518||Da 219001166



68 消滅遺産 : もう見られない世界の偉大な建造物
ナショナルジオグ
ラフィック編

日経ナショナル
ジオグラフィッ

520.87||Sh 219000926

69 天下無双の建築学入門 増補版 (ちくま文庫:[ふ-7-3]) 藤森照信著 筑摩書房 521.85||Fu 219001090

70
地域発!つながる・集める施設のデザイン : 市町村・商店街の
交流・観光・宿泊施設特集

パイインターナ
ショナル編著

パイインターナ
ショナル

526.3||Ch 219000892

71
話題のショップをつくる注目の空間デザイナー・建築家100

人の仕事
パイインターナ
ショナル編著

パイインターナ
ショナル

526.67||Wa 219000890

72 沿岸域の安全・快適な居住環境 (海洋建築シリーズ)
川西利昌, 堀田健
治共著

成山堂書店 527||Ka 219000835

73
くさる家に住む。 : 人と人、人と自然が共生する10の暮らし
方

つなが～るズ著 六耀社 527||Ku 219000946

74 「旧家再生」をめぐる再発見 (温故知新のリフォーム:5) 旧家再生研究所編 建築資料研究社 527||Ky 219000928

75 天井美術館
五十嵐太郎, 菊地
尊也著

グラフィック社 529||Te 219001190

76 自動車工学入門 : automotive engineering 第3版 齋輝夫著 オーム社 537||Sa 219000978

77
電力流通とP2P・ブロックチェーン : ポストFIT時代の電力ビ
ジネス

武田泰弘著 オーム社 540.9||Ta 219000807

78 学生のためのSNS活用の技術 第2版
高橋大洋, 吉田政
弘著/佐山公一編

講談社 547.4833||Ta 219000787

79
発達ロボティクスハンドブック : ロボットで探る認知発達の
仕組み

アンジェロ・カン
ジェロシ, マ

福村出版 548.3||Ca 219000867

80 はじめての船上英会話 2訂版
商船高専海事英語
研究会編

海文堂出版 550.7||Ha 219000810

81 これだけ!船舶 川崎豊彦著 秀和システム 550||Ka 219001124

82
よくわかる最新船舶の基本と仕組み : 世界の物流を支える造
船・海運の概要を網羅 第3版 (How-nual図解入門)

川崎豊彦著 秀和システム 550||Ka 219001125

83 図解実用ロープワーク 増補4訂版 前島一義著 成山堂書店 553.7||Ma 219000834

84 海洋空間を拓くメガフロートから海上都市へ
海洋建築研究会編
著

成山堂書店 558.5||Ka 219001076

85 「技術」が変える戦争と平和 道下徳成編著 芙蓉書房出版 559||Gi 219000920

86
よくわかる最新さびの基本と仕組み : さびの特徴と腐食、防
食の基本を学ぶ : 金属腐食の常識 第2版 (How-nual図解入門)

長野博夫, 松村昌
信著

秀和システム 563.7||Na 219000907

87 腐食の電気化学と測定法 水流徹著 丸善出版 563.7||Ts 219000981

88
トコトンやさしい形状記憶合金の本 (B&Tブックス. 今日から
モノ知りシリーズ)

形状記憶合金協会
編著

日刊工業新聞社 563.8||To 219000854

89
粉末成形 : 粉末加工による機能と形状のつくり込み (新塑性
加工技術シリーズ:10)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||10 219000825

90
矯正加工 : 板・棒・線・形・管材矯正の基礎と応用 (新塑性
加工技術シリーズ:11)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||11 219000826

91
金属材料 : 加工技術者のための金属学の基礎と応用 (新塑性
加工技術シリーズ:2)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||2 219000822

92
せん断加工 : プレス切断加工の基礎と活用技術 (新塑性加工
技術シリーズ:4)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||4 219000820

93
プラスチックの加工技術 : 材料・機械系技術者の必携版 (新
塑性加工技術シリーズ:5)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||5 219000821

94
引抜き : 棒線から管までのすべて (新塑性加工技術シリー
ズ:6)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||6 219000819

95
衝撃塑性加工 : 衝撃エネルギーを利用した高度成形技術 (新
塑性加工技術シリーズ:7)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||7 219000823

96
接合・複合 : ものづくりを革新する接合技術のすべて (新塑
性加工技術シリーズ:8)

日本塑性加工学会
編

コロナ社 566.208||Sh||8 219000824

97 世界を変える電池の科学 (Superサイエンス) 齋藤勝裕著
シーアンドアー
ル研究所

572.1||Sa 219000927

98 化粧品の基礎知識 : 皮膚生理からブランド戦略まで
藤田雅夫, 谷本康
共著

アイ・ケイコー
ポレーション

576.7||Fu 219001255

99 ゴム・エラストマー技術の安全・安心
日本ゴム協会ゴム
技術フォーラム編

ポスティコーポ
レーション

578.2||Go 219000995

100 グラフト重合による吸着材開発の物語
斎藤恭一, 藤原邦
夫, 須郷高信著

丸善出版 578||Sa 219000874

101 そのまま使える包装設計図鑑 増補版 笹崎達夫著
クリエイト日報
出版部

585.7||Sa 219000993

102
地域絶品づくりのマーケティング : 地方創生と北海道フード
塾

三浦功著/流通問
題研究協会編

中央経済社/中央
経済グループパ

588.09||Mi 219001094

103 新食品開発入門 中村豊郎著
創英社/三省堂書
店

588.09||Na 219001180



104 ふたり暮らしの育て方 : 時間とお金、どうしてる? 主婦の友社編 主婦の友社 590||Fu 219001030

105
心、お金、時間の巡りがよくなる「暮らしのサイクル」の作
り方

井田典子著 KADOKAWA 590||Id 219001009

106
ジェンダーで問い直す暮らしと文化 : 新しい生活文化学への
挑戦 (奈良女子大学叢書:4)

奈良女子大学生活
文化学研究会編

敬文舎 590||Je 219001183

107 生活と家族 : 家政学からの学び 佐藤真弓著 一藝社 590||Sa 219000929

108 楽しもう家政学 : あなたの生活に寄り添う身近な学問
『家政学のじか
ん』編集委員会編

開隆堂出版/開隆
館出版販売 (発

590||Ta 219000979

109 やさしい家政学原論
日本家政学会家政
学原論部会編

建帛社 590||Ya 219000899

110 ぼくの市場は『森』と『川』"奇跡の料理店"食味歳時記 戸門剛著 つり人社 596.04||To 219000930

111 素敵なパリスタイル! : マイリトルボックスからの贈り物
マイリトルボック
ス編

小学館 597||Su 219001187

112 ひと・まち・ものづくりの経済学 : 現代産業論の新地平 十名直喜著 法律文化社 601.1||To 219000871

113 現代エジプトの沙漠開発 : 土地の所有と利用をめぐる民族誌 竹村和朗著 風響社 601.42||Ta 219000945

114 パーマカルチャー : 自給自立の農的暮らしに
パーマカル
チャー・セン

創森社 610.1||Pa 219000941

115 ちろりんだより : 移住農家夫婦37年のおーがにっくらいふ
西川則孝, 西川文
抄子著

創風社出版 610.4||Ni 219000924

116
蘇れ!日本の農業 : ラテンアメリカ国際協力から見えた穀物増
産への道

冨田健太郎著 文芸社 610.4||To 219001060

117 農村の歩みに命と共同を学ぶ : 土地改良にかかわりながら 川尻裕一郎著 日本経済評論社 611.9||Ka 219000918

118
今伝えておきたい、庭師のワザ : 剪定・結び・石・植栽の手
法を図解でわかりやすく

秋元通明著 誠文堂新光社 629.21||Ak 219000831

119 蚕にみる明治維新 : 渋沢栄一と養蚕教師 鈴木芳行著 吉川弘文館 632.1||Su 219000883

120 世界文化遺産富岡製糸場と明治のニッポン 熊谷充晃著 WAVE出版 639.02133||Ku 219001144

121 岡谷製糸王国記 : 信州の寒村に起きた奇跡 市川一雄著 鳥影社 639.02152||Ic 219001140

122 特集乳牛改良で長命連産 (最新農業技術畜産:vol. 11)
農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協
会

640||Sa||11 219000861

123 牛乳が食卓から消える? : 酪農危機をチャンスに変える 鈴木宣弘著 筑波書房 641.1||Su 219001133

124 危機に瀕する日本の酪農・畜産 (日本農業の動き:No.198)
農政ジャーナリス
トの会 [編]

農政ジャーナリ
ストの会/農林統

641.7||Ki 219001097

125 若い酪農家が奮闘し気がついたこと・・・ 丸山純著
デーリィ・ジャ
パン社

641.7||Ma 219001224

126 小さい畜産で稼ぐコツ : 少頭多畜・加工でダントツの利益率! 上垣康成著
農山漁村文化協
会

641.7||Ue 219001096

127 毎日、牛まみれ : 牛が好きすぎて酪農してます! 牛川いぬお著 KADOKAWA 641.7||Us 219001214

128 乳牛の護蹄管理 : チームワークを発揮して牛も農場も快適に
鳥羽雄一 [ほか]

著
デーリィジャパ
ン社

645.3||Ny 219001185

129
本物の牛乳は日本人に合う : ノンホモ・パスチュアライズド
牛乳の話 (ルーラルブックス)

小寺とき著
農山漁村文化協
会

648.1||Ko 219001095

130
本物のチーズをめぐる冒険 : チーズケーキ屋が考える日本の
酪農

國武建明著 文芸社 648.1||Ku 219001061

131 幸せな牛からおいしい牛乳 中洞正著 コモンズ 648.1||Na 219001139

132 日本のナチュラルチーズ 佐藤優子著 虹有社 648.18||Sa 219000900

133 東京発のおいしい豚肉 : 畜産物の販売戦略とブランディング
植村光一郎著
/TOKYO X

TOKYO X-

Association事務
648.26||To 219001182

134
ひと手間カンパニー。 : 岩手の端っこで“南部どり"を育て続
ける会社のはなし

甘竹秀企著
ダイヤモンド・
ビジネス企画/ダ

648.27||Am 219000845

135
スイス式「森のひと」の育て方 : 生態系を守るプロになる職
業教育システム

浜田久美子著 亜紀書房 650.7||Ha 219000887

136 日本林業再生のための社会経済的条件の分析とモデル化 小堂朋美著
大阪公立大学共
同出版会

651.1||Ko 219000952

137 小さい林業で稼ぐコツ : 軽トラとチェンソーがあればできる
農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協
会

651.7||Ch 219000860

138 森ではたらく! : 27人の27の仕事
古川大輔, 山崎亮
編著

学芸出版社 651.7||Fu 219000894

139 森林と菌類 (森林科学シリーズ:10) 升屋勇人編 共立出版 653.17||Ma 219000814



140 森づくりの原理・原則 : 自然法則に学ぶ合理的な森づくり 正木隆著
全国林業改良普
及協会

653||Ma 219000938

141 保持林業 : 木を伐りながら生き物を守る
柿澤宏昭, 山浦悠
一, 栗山浩一編

築地書館 654||Ho 219000913

142
山を育てる道づくり : 図解これならできる : 安くて長もち、
四万十式作業道のすべて

大内正伸著
農山漁村文化協
会

656.21||Oo 219000859

143 最後の砦 : 漁業取締りの流儀 橋本高明著 文芸社 661.12||Ha 219001244

144 実例でわかる漁業法と漁業権の課題
小松正之, 有薗眞
琴共著

成山堂書店 661.12||Ko 219000837

145 私、海の漁師になりました。 : 就業ナビ&成功事例
金萬智男, 三好か
やの共著

誠文堂新光社 661.7||Ki 219000832

146
荒くれ漁師をたばねる力 : ド素人だった24歳の専業主婦が業
界に革命を起こした話

坪内知佳著 朝日新聞出版 661.7||Ts 219001002

147 日本人が魚を食べ続けるために (海とヒトの関係学:1)
秋道智彌, 角南篤
編著

西日本出版社 662||Um||1 219001147

148 海の生物多様性を守るために (海とヒトの関係学:2)
秋道智彌, 角南篤
編著

西日本出版社 662||Um||2 219001148

149 原発に侵される海 : 温廃水と漁業、そして海の生きものたち 水口憲哉著 南方新社 663.96||Mi 219001173

150
外資系トップコンサルタントが教える英文履歴書完全マニュ
アル

松永エリック・匡
史監修・著/門田
裕次著

ナツメ社 670.93||Ma 219000917

151 仕事で使える英文法
佐藤洋一, ス
ティーブン・ス
モーリー共著

コスモピア 670.93||Sa 219000931

152 ヤフオク!の経済学 : オンラインオークションとは 土橋俊寛著 日本評論社 670||Ts 219000856

153
最新シェアリングエコノミーがよ〜くわかる本 : 25の事例に
見る日本のシェアビジネス (How-nual図解入門:ビジネス)

上妻英夫著 秀和システム 673.9||Ko 219001126

154 初めて学ぶ不動産学 : 住まい・まちのマネジメント 齊藤広子執筆 市ケ谷出版社 673.99||Sa 219000936

155
アイデアの発見 : 杉山恒太郎が目撃した、世界を変えた広告
50選

杉山恒太郎著 インプレス 674.2||Su 219001062

156 新包装"国際化"宣言 : 近未来の包装メガトレンドを読み解く 有田俊雄著 クリエイト日報 675.18||Ar 219000994

157 ヒットの設計図 : ポケモンGOからトランプ現象まで
デレク・トンプソ
ン著/高橋由紀子
訳

早川書房 675.2||Th 219000803

158 コンカレント・カンパニー : 寄り添う企業が市場を制す 岩谷昌樹著 晃洋書房 675.3||Iw 219001239

159 大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部誠著 KADOKAWA 675||Ab 219000783

160
グローバル戦略市場経営 : グローバル展開とマーケティン
グ・マネジメントの統合

イアン・アーロ
ン, ユージン・
D・ジャッフ[著]/

笠原英一訳

白桃書房 675||Al 219000864

161
これならわかる!Googleアナリティクス : 今日からはじめる
アクセス解析超入門

志鎌真奈美著 技術評論社 675||Sh 219000901

162 サービスデザインの教科書 : 共創するビジネスのつくりかた 武山政直著 NTT出版 675||Ta 219000893

163
「通商国家」日本の情報戦略 : 領事報告をよむ (読みなおす
日本史)

角山榮著 吉川弘文館 678.21||Ts 219000880

164 経済学で読み解く交通・公共政策
中条潮, 田邉勝巳,

後藤孝夫編著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング(発
売)

681.1||Ch 219000853

165 客船の世界史 : 世界をつないだ外航客船クロニクル 野間恒著 潮書房光人新社 683.2||No 219001171

166
自動車カーシェアリングと自動運転という未来 : 脱自動車保
有・脱運転免許のシステムへ

仲尾謙二著 生活書院 685||Na 219000933

167 もじ鉄 : 書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標 石川祐基著 三才ブックス 686.53||Is 219001143

168 仕事も人間関係もうまくいくANAの気づかい
ANAビジネスソ
リューション著

KADOKAWA 687.067||Sh 219001013

169
品格のある英語は武器になる : 覚えるだけで「できる人」に
見える英語フレーズ集

マヤ・バーダマン
著

宝島社 690.93||Va 219001129

170 通信の世紀 : 情報技術と国家戦略の一五〇年史 (新潮選書) 大野哲弥著 新潮社 694.21||On 219001042

171
勉強時間は取れませんが誰にでもちゃんと伝わるビジネス英
語を教えてください (すぐに使えるビジネス英語シリーズ)

デイビッド・セイ
ン著

アスコム 837.8||Th 219001115

172 海の見える理髪店 (集英社文庫:[お52-7]) 荻原浩著 集英社 913.6||Og 219001216



173 毎日をもっとゆっくりと : ベニシアからの言葉の贈り物
ベニシア・スタン
リー・スミス著

世界文化社 914.6||St 219001075


