
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 デジタル動画像処理 : 理論と実践
三池秀敏, 古賀和
利編/橋本基 [ほ
か] 著

大学教育出版 007.1||De 219002169

2 フリーソフトを用いた音声処理の実際 石井直樹著 コロナ社 007.1||Is 219001531

3
いちばんやさしい量子コンピューターの教本 : 人気講師が教
える世界が注目する最新テクノロジー

湊雄一郎著 インプレス 007.1||Mi 219001475

4 暗号技術の教科書 吹田智章著 ラトルズ 007.1||Su 219001899

5 機械学習のための「前処理」入門 足立悠著 リックテレコム 007.13||Ad 219001877

6
はじめてのディープラーニング : Pythonで学ぶニューラル
ネットワークとバックプロパゲーション (Machine Learning)

我妻幸長著
SBクリエイティ
ブ

007.13||Az 219001796

7 入門パターン認識と機械学習
後藤正幸, 小林学
著

コロナ社 007.13||Go 219001537

8
Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書 : 機械学
習の基本から深層学習まで (AI & Technology)

石川聡彦著 翔泳社 007.13||Is 219002059

9
人工知能を作る : ラズベリー・パイからはじめる身の回りAI

実験 (ボード・コンピュータ・シリーズ)
小池誠 [ほか] 著 CQ出版 007.13||Ji 219001789

10 人工知能はこうして創られる
合原一幸編著/牧
野貴樹 [ほか] 著

ウェッジ 007.13||Ji 219001864

11 人工知能はこうして創られる
合原一幸編著/牧
野貴樹 [ほか] 著

ウェッジ 007.13||Ji 219001865

12
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)

川島賢著 秀和システム 007.13||Ka 219001801

13 3次元回転 : パラメータ計算とリー代数による最適化 金谷健一著 共立出版 007.13||Ka 219001990

14
知識基盤社会のための人工知能入門 (計測・制御テクノロ
ジーシリーズ:16)

國藤進, 中田豊久,

羽山徹彩共著/計
コロナ社 007.13||Ku 219001542

15
PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方 : す
ぐに使える!業務で実践できる!

クジラ飛行机, 杉
山陽一, 遠藤俊輔

ソシム 007.13||Ku 219001807

16 強化学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 森村哲郎著 講談社 007.13||Mo 219002159

17
つくりながら学ぶ!深層強化学習 : PyTorchによる実践プログ
ラミング

小川雄太郎著 マイナビ出版 007.13||Og 219001842

18
Pythonで機械学習入門 : 深層学習から敵対的生成ネットワー
クまで

大関真之著 オーム社 007.13||Oz 219001466

19
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2版 (Impress top gear)

Sebastian

Raschka, Vahid

Mirjalili著/クイー

インプレス 007.13||Ra 219001473

20
Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装 (ゼロから作
るdeep learning:[1])

斎藤康毅著
オライリー・
ジャパン/オーム

007.13||Sa 219001878

21 自然言語処理編 (ゼロから作るdeep learning:2) 斎藤康毅著
オライリー・
ジャパン/オーム

007.13||Sa||2 219001879

22
Reinforcement learning : an introduction 2nd ed (Adaptive

computation and machine learning)

Richard S. Sutton

and Andrew G.
MIT Press 007.13||Su 219001319

23
イラストで学ぶ機械学習 : 最小二乗法による識別モデル学習
を中心に

杉山将著/講談社
サイエンティフィ

講談社 007.13||Su 219001423

24
あたらしい人工知能の教科書 : プロダクト/サービス開発に必
要な基礎知識

多田智史著 翔泳社 007.13||Ta 219002056

25 将棋AIで学ぶディープラーニング 山岡忠夫著 マイナビ出版 007.13||Ya 219001841

26 よくわかる生体認証
日本自動認識シス
テム協会編

オーム社 007.13||Yo 219001471

27
Secure and smart Internet of things (IoT) : using blockchain

and AI (River publishers series in information science and
Ahmed Banafa River Publishers 007.3||Ba 219001981

28
Webでつながる : ソーシャルメディアと社会/心理分析
(Computer and web sciences library:8)

土方嘉徳著 サイエンス社 007.3||Hi 219001311

29 データビジュアライゼーションの教科書
藤俊久仁, 渡部良
一著

秀和システム 007.6||Fu 219001797
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30
堅牢なスマートコントラクト開発のためのブロックチェーン
「技術」入門

田篭照博著 技術評論社 007.6||Ta 219002002

31
クチコミ分析システムの作り方 (実践・自然言語処理シリー
ズ:第6巻)

松尾義博, 富田準
二著

近代科学社 007.608||Ji||6 219001735

32
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

橋本洋志, 牧野浩
二共著

オーム社 007.609||Ha 219001467

33 情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入門 5訂版
情報処理推進機構
編著

実教出版 007.609||Jo 219001348

34
情報モラル&情報セキュリティ : 38の事例でわかりやすく解
説! 改訂2版

富士通エフ・
オー・エム株式会

FOM出版 007.609||Jo 219001378

35
東京大学のデータサイエンティスト育成講座 : Pythonで手を
動かして学ぶデータ分析

塚本邦尊, 山田典
一, 大澤文孝著

マイナビ出版 007.609||Ts 219002016

36
学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン :

伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術
宮野公樹著 化学同人 007.63||Mi 219001706

37
Power Pointによる理系学生・研究者のためのビジュアルデ
ザイン入門

田中佐代子著 講談社 007.63||Ta 219001421

38
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 (トップエスイー入門講座:1)

浅井治著 近代科学社 007.63||To||1 219001308

39 デスクトップLinuxで学ぶコンピュータ・リテラシー 第2版
九州工業大学情報
科学センター編

朝倉書店 007.634||De 219001449

40 自然言語処理のための深層学習
Yoav Goldberg著/

加藤恒昭 [ほか]
共立出版 007.636||Go 219001521

41
働きたくないイタチと言葉がわかるロボット : 人工知能から
考える「人と言葉」

川添愛著/花松あ
ゆみ絵

朝日出版社 007.636||Ka 219001951

42 RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習
有賀友紀, 大橋俊
介著

技術評論社 007.64||Ar 219001480

43
AlphaZero深層学習・強化学習・探索 : 人工知能プログラミ
ング実践入門

布留川英一著 ボーンデジタル 007.64||Fu 219001859

44
パーソナルな環境で実践的に学ぶ並列コンピューティングの
基礎

北山洋幸著 カットシステム 007.64||Ki 219001885

45
やさしくはじめるスマートスピーカープログラミング :

Google Home Amazon Echo対応
クジラ飛行机著 マイナビ出版 007.64||Ku 219001843

46 現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 増田智明著 秀和システム 007.64||Ma 219001798

47
RISC-V原典(リスクファイブ原典) : オープン・アーキテク
チャのススメ

デイビッド・パ
ターソン, アンド

日経BP社/日経
BPマーケティン

007.64||Pa 219002068

48 正規表現辞典 改訂新版 (Desktop reference) 佐藤竜一著 翔泳社 007.64||Sa 219002058

49
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
春原久徳, 福地大
輔著/北野雅史DJI

翔泳社 007.64||Su 219002057

50 Scratchでトイドローンをプログラミングして飛ばそう! 高橋隆雄著 秀和システム 007.64||Ta 219001799

51
Physically based rendering : from theory to implementation

3rd ed

Matt Pharr,

Wenzel Jakob,

Morgan

Kaufmann
007.642||Ph 219001976

52 世界を変えた書物 : 科学知の系譜 竺覚暁著 グラフィック社 402||Ch 219002000

53 トランスヒューマニズム : 人間強化の欲望から不死の夢まで
マーク・オコネル
著/松浦俊輔訳

作品社 404||Oc 219001856

54
図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 論文・レ
ポートを自力で書けるようになる方法

福地健太郎, 園山
隆輔著

翔泳社 407||Fu 219002060

55
図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 論文・レ
ポートを自力で書けるようになる方法

福地健太郎, 園山
隆輔著

翔泳社 407||Fu 219002061

56 理系のためのレポート・論文完全ナビ 新版 見延庄士郎著 講談社 407||Mi 219001422

57 魅了する科学実験 2
早稲田大学本庄高
等学院実験開発班

すばる舎リン
ケージ/すばる舎

407||Mi||2 219001803

58 ライプニッツ : 普遍数学の夢 (コレクション数学史:2) 林知宏著 東京大学出版会 410.2||Ko||2 219001440

59 小数と対数の発見 山本義隆著 日本評論社 410.2||Ya 219001302

60 世にも美しき数学者たちの日常 二宮敦人著 幻冬舎 410.21||Ni 219002164

61 Mathematicians : an outer view of the inner world
マリアナ・クック
写真/冨永星訳

森北出版 410.28||Co 219001678

62 Dirichlet : a mathematical biography Uta C. Merzbach
Birkhä

user/Springer
410.28||Di 219002046

63 運命を変えた大数学者のドアノック : プリンストンの奇跡 加藤五郎著 岩波書店 410.28||Ka 219001405

64 天才少年が解き明かす奇妙な数学!
アグニージョ・バ
ナジー, デイビッ

創元社 410.4||Ba 219001301

65 A Pure Soul : Ennio De Giorgi, A Mathematical Genius Andrea Parlangeli Springer 410.4||De 219001935



66
予測不可能性、あるいは計算の魔 : あるいは、時の形象をめ
ぐる瞑想

イーヴァル・エク
ランド [著]/南條

みすず書房 410.4||Ek 219001655

67
Near the horizon : an invitation to geometric optics (The

Carus mathematical monographs:no. 33)
Henk Broer

Mathematical

Association of
410.5||Ca||33 219001389

68
Quadratic number theory : an invitation to algebraic methods

in the higher arithmetic : alk. paper. (The Dolciani
J.L. Lehman

MAA Press, an

imprint of the
410.8||Do||52 219001934

69
A first course in Sobolev spaces 2nd ed (Graduate studies in

mathematics:v. 181)
Giovanni Leoni

American

Mathematical
410.8||Gr||181 219001970

70
A course on partial differential equations (Graduate studies in

mathematics:v. 197)
Walter Craig

American

Mathematical
410.8||Gr||197 219001392

71 数理物理入門 改訂改題 (基礎数学:11) 谷島賢二著 東京大学出版会 410.8||Ki||11 219001441

72
The mathematical papers of Isaac Newton Digitally printed

ver v. 4 : 1674-1684 : pbk

edited by D.T.

Whiteside/with

Cambridge

University Press
410.8||Ne||4 219002039

73
The mathematical papers of Isaac Newton Digitally printed

ver v. 6 : 1684-1691 : pbk

edited by D.T.

Whiteside/with

Cambridge

University Press
410.8||Ne||6 219002040

74
The mathematical papers of Isaac Newton Digitally printed

ver v. 7 : 1691-1695 : pbk

edited by D.T.

Whiteside/with

Cambridge

University Press
410.8||Ne||7 219002041

75
The mathematical papers of Isaac Newton Digitally printed

ver v. 8 : 1697-1722 : pbk

edited by D.T.

Whiteside/with

Cambridge

University Press
410.8||Ne||8 219002042

76 ベクトル解析 : 理工基礎 (ライブラリ新数学大系:E6)
筧三郎, 米田元共
著

サイエンス社 410.8||Ra||E6 219001762

77
Discrete Painlevé equations (Regional conference series in

mathematics:no. 131)
Nalini Joshi

Published for the

Conference
410.8||Re||131 219001394

78
An introduction to Ramsey theory : fast functions, infinity, and

metamathematics (Student mathematical library:v. 87)

Matthew Katz,

Jan Reimann

American

Mathematical

Society/Mathema

tics Advanced

410.8||St||87 219001391

79
Hilbert's tenth problem : an introduction to logic, number

theory, and computability (Student mathematical library:v. 88)

M. Ram Murty,

Brandon Fodden

American

Mathematical

Society

410.8||St||88 219001393

80 圏論入門 (数学のかんどころ:35) 前原和壽著 共立出版 410.8||Su||35 219001321

81 正則関数 (数学のかんどころ:36) 新井仁之著 共立出版 410.8||Su||36 219001509

82 有理型関数 (数学のかんどころ:37) 新井仁之著 共立出版 410.8||Su||37 219001520

83 個数を数える (数学書房選書:7)
大島利雄著/桂利
行 [ほか] 編

数学書房 410.8||Su||7 219001901

84
最小二乗法による実験データ解析 : プログラムSALS : 新装版
(UP応用数学選書:7)

中川徹, 小柳義夫
著

東京大学出版会 410.8||Up||7 219001442

85
例題から展開する集合・位相 (ライブラリ例題から展開する
大学数学:6)

海老原円著 サイエンス社 410.9||Eb 219001761

86 ヤング・タブロー : 表現論と幾何への応用
W.フルトン著/池
田岳, 井上玲, 岩

丸善出版 410.9||Fu 219001653

87
数論・論理・意味論その原型と展開 : 知の巨人たちの軌跡を
たどる

野本和幸著 東京大学出版会 410.9||No 219001433

88 数学基礎論序説 : 数の体系への論理的アプローチ 田中一之著 裳華房 410.9||Ta 219001765

89 大学数学のお作法と無作法 藤原毅夫著 近代科学社 410||Fu 219001736

90
ものづくりの数学のすすめ : 技術革新をリードする現代数学
活用法

松谷茂樹著 現代数学社 410||Ma 219001742

91 力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学 松下貢著 裳華房 410||Ma 219001767

92 数学リテラシー
竹内潔, 久保隆徹
著

共立出版 410||Ta 219001513

93 予備校のノリで学ぶ大学数学 : ツマるポイントを徹底解説 ヨビノリたくみ著 東京図書 410||Yo 219001582

94 数学デッサン教室 : 描いて楽しむ数学のかたち 瑞慶山香佳著 技術評論社 410||Zu 219001478

95 じっくり速習線形代数と微分積分 大学理系篇 海老原円著 数学書房 411.3||Eb 219001905

96 ベーシック圏論 : 普遍性からの速習コース
T.レンスター著/

土岡俊介訳
丸善出版 411.6||Le 219001644

97 圏論の基礎
S. マックレーン
著/三好博之, 高木

丸善出版 411.6||Ma 219001641

98 圏論の道案内 : 矢印でえがく数学の世界 (数学への招待)
西郷甲矢人, 能美
十三著

技術評論社 411.6||Sa 219001481

99 杉浦光夫数学史論説集
杉浦光夫著/笠原
乾吉, 長岡一昭,

日本評論社 411.68||Su 219001600

100
Poncelet porisms and beyond : integrable billiards,

hyperelliptic jacobians and pencils of quadrics (Frontiers in

Vladimir Dragovi

ć, Milena Radnovi
Birkhäuser 411.8||Dr 219002048



101 数え上げ幾何学講義 : シューベルト・カルキュラス入門 池田岳著 東京大学出版会 411.8||Ik 219001439

102 代数学 改訂新編 第1巻
藤原松三郎著/浦
川肇, 高木泉, 藤

内田老鶴圃 411||Fu||1 219001701

103 大学院への代数学演習 新版 永田雅宜著 現代数学社 411||Na 219001740

104 1足す1から現代数論へ : モジュラー形式への誘い
Avner Ash,

Robert Gross著/
共立出版 412||As 219001519

105 宇宙と宇宙をつなぐ数学 : IUT理論の衝撃 加藤文元著 KADOKAWA 412||Ka 219001336

106 現代整数論の風景 : 素数からゼータ関数まで 落合理著 日本評論社 412||Oc 219001598

107
最大最小の物語 : 関数を通して自然の原理を理解する (ライ
ブラリ数理科学のための数学とその展開:AN1)

岡本久著 サイエンス社 413.1||Ok 219001763

108 微分積分学の試練 : 実数の連続性とε-δ 嶺幸太郎著 日本評論社 413.3||Mi 219001597

109 表示変形論 応用編 (演算子的に見た微分・積分の代数:1, 2) 大森英樹著 現代数学社 413.3||Om||2 219001743

110 微分積分学 (ちくま学芸文庫:[ヨ-13-3]) 吉田洋一著 筑摩書房 413.3||Yo 219001350

111
p進ゼータ関数 : 久保田-レオポルドから岩澤理論へ (シリーズ
ゼータの現在)

青木美穂著 日本評論社 413.5||Ao 219001595

112 オイラー《ゼータ関数論文集》
黒川信重, 小山信
也著/馬場郁, 高田

日本評論社 413.5||Ku 219001601

113 入門複素関数= An introduction to complex analysis 川平友規著 裳華房 413.52||Ka 219001766

114 リーマンに学ぶ複素関数論 : 1変数複素解析の源流 高瀬正仁著 現代数学社 413.52||Ta 219001744

115 代数函数論 改版 岩澤健吉著 岩波書店 413.59||Iw 219001407

116 フーリエ解析学の序章 杉山健一著 数学書房 413.59||Su 219001903

117 From Riemann to Differential Geometry and Relativity
Lizhen Ji,

Athanase
Springer 413.6||Ji 219001980

118
Introduction to complex theory of differential equations : [pbk.]

(Frontiers in mathematics)

Anton Savin,

Boris Sternin

Birkhä

user/Springer
413.6||Sa 219001979

119 オイラーの難問に学ぶ微分方程式 高瀬正仁著 共立出版 413.6||Ta 219001511

120 常微分方程式とロトカ・ヴォルテラ方程式
今隆助, 竹内康博
著

共立出版 413.62||Ko 219001512

121 確率偏微分方程式 (岩波数学叢書)
舟木直久, 乙部厳
己, 謝賓著

岩波書店 413.63||Fu 219001411

122
代数的差分方程式 : 差分体の応用 (問題・予想・原理の数
学:4)

西岡斉治著 数学書房 413.8||Ni 219001902

123 平面幾何の公理的構築 寺垣内政一著 広島大学出版会 414.12||Te 219002084

124 重心座標による幾何学
一松信, 畔柳和生
共著

現代数学社 414.4||Hi 219001741

125 ベクトル解析入門 : 初歩からテンソルまで
壁谷喜継, 川上竜
樹著

共立出版 414.7||Ka 219001516

126 平均曲率流 : 部分多様体の時間発展 小池直之著 共立出版 414.7||Ko 219001517

127 幾何解析 (幾何学百科:2) 酒井隆 [ほか] 著 朝倉書店 414.81||Ki 219001447

128 対称空間今昔譚 堀田良之著 数学書房 414||Ho 219001906

129 空間とベクトル 増補版
川﨑徹郎, 松本幸
夫著

数学書房 414||Ka 219001904

130 「蓋然性」の探求 : 古代の推論術から確率論の誕生まで
ジェームズ・フラ
ンクリン [著]/南

みすず書房 417.1||Fr 219001654

131 確率は迷う : 道標となった古典的な33の問題
Prakash

Gorroochurn著/野
共立出版 417.1||Go 219001510

132
確率変数の収束と大数の完全法則 : 少しマニアックな確率論
入門

服部哲弥著 共立出版 417.1||Ha 219001514

133
偶然の輝き : ブラウン運動を巡る2000年 (数学, この大きな流
れ)

池田信行著 岩波書店 417.1||Ik 219001408

134 確率 (現代哲学のキーコンセプト)
ダレル・P. ロウ
ボトム著/佐竹佑

岩波書店 417.1||Ro 219001417

135 確率微分方程式 (ちくま学芸文庫:[ワ-17-1]) 渡辺信三著 筑摩書房 417.1||Wa 219001953

136
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

馬場真哉著 プレアデス出版 417.6||Ba 219002174



137
因子分析・コレスポンデンス分析・クラスター分析編 (例題
とExcel演習で学ぶ多変量解析)

菅民郎著 オーム社 417||Ka 219001465

138 実践ベイズモデリング : 解析技法と認知モデル 豊田秀樹編著 朝倉書店 417||To 219001448

139 計算機代数の基礎理論
長坂耕作, 岩根秀
直編著/北本卓也

共立出版 418.1||Ke 219001515

140 動く曲線の数値計算 矢崎成俊著 共立出版 418.1||Ya 219001518

141
Variational source conditions, quadratic inverse problems,

sparsity promoting regularization : new results in modern
Jens Flemming Birkhäuser 418||Fl 219002049

142 ビジュアル物理全史 : ビッグバンから量子的復活まで
クリフォード・
ピックオーバー著

岩波書店 420.2||Pi 219001406

143
物理学をつくった重要な実験はいかに報告されたか : ガリレ
オからアインシュタインまで

[モリス・H・シャ
モス編著]/大苗敦,

朝倉書店 420.2||Sh 219001446

144 物理を教える : 物理教育研究と実践に基づいたアプローチ
R.D.ナイト著/興
治文子 [ほか] 訳

丸善出版 420.7||Kn 219001643

145 新SI単位と電磁気学
佐藤文隆, 北野正
雄著

岩波書店 420.75||Sa 219001413

146 物理学実験 : 専門課程 改訂版
高野良紀, 浅井朋
彦, B. Zulkoskey

編

裳華房 420.75||Ta 219001768

147
走査透過電子顕微鏡の物理 (基本法則から読み解く物理学最
前線:20)

田中信夫著 共立出版 420.8||Ki||20 219001491

148
原子核から読み解く超新星爆発の世界 (基本法則から読み解
く物理学最前線:21)

住吉光介著 共立出版 420.8||Ki||21 219001492

149 物理の基礎的13の法則 細谷暁夫著 丸善出版 420||Ho 219001647

150 基幹物理学 改訂版
栗焼久夫 [ほか]

共著
培風館 420||Ki 219001621

151 ここからスタート物理学 為近和彦著 裳華房 420||Ta 219001770

152 理工系のリテラシー物理学入門
轟木義一, 渡邊靖
志共著

裳華房 420||To 219001769

153 はじめて学ぶ物理学 : 学問としての高校物理 上 吉田弘幸著 日本評論社 420||Yo||1 219001602

154 はじめて学ぶ物理学 : 学問としての高校物理 下 吉田弘幸著 日本評論社 420||Yo||2 219001603

155 相対性理論 (日評ベーシック・シリーズ) 小林努著 日本評論社 421.2||Ko 219001604

156 量子力学 (日評ベーシック・シリーズ) 畠山温著 日本評論社 421.3||Ha 219001605

157 素粒子論の始まり : 湯川・朝永・坂田を中心に 亀淵迪著 日本評論社 421.3||Ka 219001596

158 量子力学 (基幹講座物理学)

国広悌二著/植松
恒夫, 青山秀明編
集

東京図書 421.3||Ku 219001580

159 量子と情報 : 量子の実在と不確定性原理 小澤正直著 青土社 421.3||Oz 219001794

160
量子力学的手法によるシステムと制御 (計測・制御テクノロ
ジーシリーズ:6)

伊丹哲郎 [ほか]

共著
コロナ社 421.3||Ry 219001540

161
スピントロニクスの物理 : 場の理論の立場から (物質・材料
テキストシリーズ)

多々良源著 内田老鶴圃 421.3||Ta 219001998

162 量子力学 1 高木伸著 丸善出版 421.3||Ta||1 219001649

163 量子力学 2 高木伸著 丸善出版 421.3||Ta||2 219001650

164 量子力学 3 高木伸著 丸善出版 421.3||Ta||3 219001651

165 同期現象の科学 : 位相記述によるアプローチ
蔵本由紀, 河村洋
史著

京都大学学術出
版会

421.4||Ku 219001826

166 統計力学入門 (物理学講義) 松下貢著 裳華房 421.4||Ma 219001771

167 相転移・臨界現象とくりこみ群
高橋和孝, 西森秀
稔著

丸善出版 421.4||Ta 219001646

168
物理数学 : ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析 (日評
ベーシック・シリーズ)

三井敏之, 山崎了
著

日本評論社 421.5||Mi 219001606

169
アインシュタインの物理学革命 : 理論はいかにして生まれた
のか

唐木田健一著 日本評論社 421||Ka 219001599

170 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

田中章詞, 富谷昭
夫, 橋本幸士著/講
談社サイエンティ
フィク編

講談社 421||Ta 219002160

171 重力波の源 (Yukawaライブラリー:1)
柴田大, 久徳浩太
郎著

朝倉書店 421||Yu||1 219001451

172 弦とブレーン (Yukawaライブラリー:2) 細道和夫著 朝倉書店 421||Yu||2 219001452

173
数値計算による流体力学 : ポテンシャル流, 層流, そして乱流
へ

岡本正芳著 コロナ社 423.8||Ok 219001544

174 量子流体力学 坪田誠 [ほか] 著 丸善出版 423.8||Ry 219001648

175 格子ボルツマン法・差分格子ボルツマン法 蔦原道久著 コロナ社 423.8||Ts 219001546

176 乱流
P.A.Davidson著/

益田重明訳
森北出版 423.84||Da 219001683



177 圧縮性流体力学・衝撃波 佐宗章弘著 コロナ社 423.88||Sa 219001545

178 法則がわかる力学 遠藤雅守著 裳華房 423||En 219002011

179 力学 発展編 (物理学基礎:1, 2)
滝川昇, 新井敏一,

土屋俊二著
朝倉書店 423||Ta 219001453

180 光の教科書 : ここから始める光学
黒田和男, 槌田博
文他著/チームオ
プト編集委員会編

オプトロニクス
社

425||Hi 219002173

181 光学 (岩波文庫:青(33)-904-1)
ニュートン著/島
尾永康訳

岩波書店 425||Ne 219001329

182 エッセンシャルテキスト光学 左貝潤一著 森北出版 425||Sa 219001686

183 光メタマテリアル入門 田中拓男著 丸善出版 425||Ta 219001994

184 ギブス不均一物質の平衡について
ヨシア・ウィラー
ド・ギブス著/廣
政直彦, 林春雄訳

東海大学出版部 426.5||Gi 219001578

185 熱力学の基礎 改訂版 森成隆夫著 大学教育出版 426.5||Mo 219002168

186 熱の理論 : お熱いのはお好き 太田浩一著 共立出版 426.5||Ot 219001495

187 スッキリ!がってん!プラズマの本 赤松浩著 電気書院 427.6||Ak 219001954

188 電磁気学ビギナーズ講義
大野哲靖 [ほか]

著
培風館 427||De 219001619

189
初歩の相対論から入る電磁気学 (シリーズ「これからの基礎
物理学」:3)

米谷民明著 朝倉書店 427||Yo 219001450

190 電気伝導入門 (物性科学入門シリーズ) 前田京剛著 裳華房 428.4||Ma 219001772

191 構造物性物理とX線回折 若林裕助著 丸善出版 428.4||Wa 219001996

192 原子物理学 : 量子テクノロジーへの基本概念

Dmitry Budker,

Derek F. Kimball,

David P. DeMille

著/清水康弘訳

共立出版 429||Bu 219001496

193
Mechanisms and synthetic methodologies (ACS symposium

series:1284. Reversible deactivation radical polymerization:v.

1)

Krzysztof

Matyjaszewski,

editor ... [et

al.]/sponsored by

the ACS Division

of Polymer

Chemistry, Inc

American

Chemical

Society/Distribute

d in print by

Oxford University

Press

430.6||Ac||1284 219001933

194 触媒化学 (化学の指針シリーズ)
岩澤康裕  [ほか]

共著
裳華房 430.8||Ka 219001773

195 触媒化学 (化学の指針シリーズ)
岩澤康裕  [ほか]

共著
裳華房 430.8||Ka 219001774

196 触媒化学 (化学の指針シリーズ)
岩澤康裕  [ほか]

共著
裳華房 430.8||Ka 219001775

197 錯体の溶液化学 (錯体化学会選書:8)
横山晴彦, 田端正
明編著

三共出版 431.13||Sa||8 219001764

198
プラズモンと光圧が導くナノ物質科学 : ナノ空間に閉じ込め
た光で物質を制御する (CSJ Current Review:32)

日本化学会編 化学同人 431.5||Ni 219001708

199 分子光化学の原理
Nicholas J. Turro,

V. Ramamurthy,

J.C. Scaiano [著]

丸善出版 431.5||Tu 219002165

200 電気化学インピーダンス : 数式と計算で理解する基礎理論 城間純著 化学同人 431.7||Sh 219001305

201 高分子化学入門 : 高分子の面白さはどこからくるか 3訂 蒲池幹治著
エヌ・ティー・
エス

431.9||Ka 219001919

202 基礎高分子科学 改訂版
澤口孝志, 清水繁,

伊掛浩輝著
共立出版 431.9||Sa 219001499

203 固体化学 第2版 田中勝久著 東京化学同人 431||Ta 219001312

204 基礎化学実験 第2版増補
京都大学大学院人
間・環境学研究科
化学部会編

共立出版 432||Ki 219001500

205 X線分光法 (分光法シリーズ:5)
辻幸一, 村松康司
編著

講談社 433.57||Xs 219001425

206
MS, IR, NMRの併用 第8版 (有機化合物のスペクトルによる同
定法)

Silverstein,

Webster, Kiemle,

Bryce著/岩澤伸
治, 豊田真司, 村
田滋訳

東京化学同人 433.9||Si 219002014



207 クリスチャンExcelで解く分析化学

Gary D. Christian,

Purnendu K.

Dasgupta, Kevin

A. Schug [著]/角
田欣一, 戸田敬監
訳

丸善出版 433||Ch 219001645

208 クリスチャン分析化学 1. 基礎編

Gary D. Christian,

Purnendu K.

Dasgupta, Kevin

A. Schug [著]/壹
岐伸彦 [ほか] 共
訳

丸善出版 433||Ch||1 219001995

209 スクーグ分析化学
Douglas A. Skoog

[ほか著]/小澤岳昌
訳

東京化学同人 433||Su 219001814

210
酸化物の無機化学 : 結晶構造と相平衡 (物質・材料テキスト
シリーズ)

室町英治著 内田老鶴圃 435.4||Mu 219001702

211 水の構造と物性 : 新装版

W・J・カウズマ
ン, D・アイゼン
バーグ [著]/関集
三, 松尾隆祐訳

みすず書房 435.44||Ka 219001659

212
Graphene nanostructures : modeling, simulation, and

applications in electronics and photonics hbk.

Yaser M.

Banadaki, Safura

Sharifi

Jenny Stanford

Publishing
435.6||Ba 219001975

213 無機化学の基礎
坪村太郎, 川本達
也, 佃俊明著

化学同人 435||Ts 219001709

214 フロンティア軌道論で理解する有機化学
稲垣都士, 池田博
隆, 山本尚著

化学同人 437.01||In 219001999

215
アルケンの合成 : どのように立体制御するか (化学の要点シ
リーズ:27)

安藤香織著/日本
化学会編

共立出版 437||An 219001498

216 天体物理学
Arnab Rai

Choudhuri著/森正
樹訳

森北出版 440.12||Ch 219001679

217 ファーストステップ宇宙の物理 嶺重慎著 朝倉書店 440.12||Ni 219001295

218 現代物理学が描く宇宙論 真貝寿明著 共立出版 443.9||Sh 219001494

219 基礎からわかるGIS

古田均 [ほか] 編
著/遠藤篤 [ほか]

共著

森北出版 448.9||Ki 219001689

220
地球環境学 : 地球環境を調査・分析・診断する 改訂版 (地球
学シリーズ:1)

松岡憲知 [ほか]

編
古今書院 450.8||Ch||1 219002001

221 新しい地球惑星科学
西山忠男, 吉田茂
生共編著

培風館 450||At 219001620

222 地理が解き明かす地球の風景 松本穂高著 ベレ出版 450||Ma 219001377

223 Earth science 14th ed., global ed : [pbk.]

Edward J.

Tarbuck,

Frederick K.

Lutgens

Pearson 450||Ta 219001390

224
Tsunami generation and propagation : hardback (Springer

geophysics)
Tatsuhiko Saito Springer 452.5||Sa 219001992

225 社会経済的影響の分析 (東日本大震災合同調査報告:土木編7)

東日本大震災合同
調査報告書編集委
員会編

土木学会/丸善出
版 (発売)

453.212||Hi||土木
7

219001920

226 図説日本の活断層 : 空撮写真で見る主要活断層帯36
岡田篤正, 八木浩
司著

朝倉書店 454.4||Ok 219001454

227 写真と図でみる地形学 増補新装版 / 久保純子, 鈴木毅彦増補
貝塚爽平 [ほか]

編
東京大学出版会 454.9||Sh 219001986

228 基礎地質学ノート 佐野弘好著 古今書院 455||Sa 219001745

229 球状コンクリーションの科学 吉田英一著 近未来社 458.14||Yo 219001910

230 鉱物・宝石の科学事典
日本鉱物科学会編
集

朝倉書店 459.03||Ni 219002162

231
結晶電子顕微鏡学 : 材料研究者のための 増補新版 (材料学シ
リーズ)

坂公恭著 内田老鶴圃 459.92||Sa 219002166

232 日経バイオ年鑑 : 研究開発と市場・産業動向 2019 日経バイオテク編
日経マグロウヒ
ル社

460.59||Ni||'19 219001477

233 Rをはじめよう生命科学のためのRStudio入門

Andrew

P.Beckerman,

Dylan Z.Childs,

Owen L.Petchey

著/富永大介訳

羊土社 460.7||Be 219002054



234
顕微鏡の使い方ノート : はじめての観察からイメージングの
応用まで 改訂第3版 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)

野島博編 羊土社 460.75||Ke 219001898

235
Introduction to bioorganic chemistry and chemical biology :

pbk

David Van

Vranken and

Gregory Weiss

Garland Science 464||Va 219001974

236 ヴォート基礎生化学 第5版

D. Voet, J. G.

Voet, C. W. Pratt

著/田宮信雄 [ほ
か] 訳

東京化学同人 464||Vo 219002015

237
メタゲノム解析技術の最前線 普及版 (CMCテクニカルライブ
ラリー:602. バイオテクノロジーシリーズ)

服部正平監修
シーエムシー出
版

465.8||Me 219002007

238
ゲノム解析を中心とした最前線と将来展望 普及版 (CMCテク
ニカルライブラリー:561. バイオテクノロジーシリーズ/難培
養微生物研究の最新技術:2)

大熊盛也, 工藤俊
章監修

シーエムシー出
版

465||Ge 219002006

239 若い読者のための『種の起源』 : 入門生物学

チャールズ・ダー
ウィン著/レベッ
カ・ステフォフ編
著/鳥見真生訳

あすなろ書房 467.5||Da 219001997

240 生物群集の理論 : 4つのルールで読み解く生物多様性
Mark Vellend著/

松岡俊将 [ほか]

訳

共立出版 468.4||Ve 219001501

241 農地・草地の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:1) 宮下直, 西廣淳著 朝倉書店 468||Mi 219001458

242 農地・草地の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:1) 宮下直, 西廣淳著 朝倉書店 468||Mi 219001459

243 損する顔得する顔 山口真美著 朝日新聞出版 469.43||Ya 219001419

244 絵とき植物生理学入門 改訂3版
山本良一編著/曽
我康一, 宮本健助,

井上雅裕共著
オーム社 471.3||Et 219001463

245
カメラトラップによる野生生物調査入門 : 調査設計と統計解
析

Allan F.

O'Connell, James

D. Nichols, K.

Ullas Karanth著/

飯島勇人, 中島啓
裕, 安藤正規訳

東海大学出版部 481.7||Al 219001579

246 タコの心身問題 : 頭足類から考える意識の起源
ピーター・ゴドフ
リー=スミス [著]/

夏目大訳

みすず書房 484.7||Go 219001656

247 医療心理学の新展開 : チーム医療に活かす心理学の最前線 鈴木伸一編著 北大路書房 490.14||Su 219001731

248 はじめての生体工学
山口昌樹 [ほか]

著
講談社 491.3||Ha 219001424

249 科学の女性差別とたたかう : 脳科学から人類の進化史まで
アンジェラ・サイ
ニー著/東郷えり
か訳

作品社 491.35||Sa 219001857

250 マインド・タイム : 脳と意識の時間
ベンジャミン・リ
ベット [著]/下條
信輔訳

岩波書店 491.371||Li 219001404

251 日常と非日常からみるこころと脳の科学
宮崎真, 阿部匡樹,

山田祐樹 [ほか]

編著

コロナ社 491.371||Ni 219001549

252
正常画像と比べてわかる病理アトラス : 全身がみえてくる!

118疾患1000画像 改訂版
下正宗, 長嶋洋治
編

羊土社 491.6||Sh 219001704

253
正常と異常が一目でわかる総合診療のための病理診断ケース
スタディ

青木眞監修 医学書院 491.6||Su 219001460

254
Biomedical texture analysis : fundamentals, tools and

challenges pbk. (Elsevier and MICCAI Society book series)

edited by Adrien

Depeursinge,

Omar S. Al-Kadi,

J. Ross Mitchell

Academic Press 492.1||Bi 219001318

255 脳波解析入門 : EEGLABとSPMを使いこなす
開一夫, 金山範明
編/河内山隆紀 [ほ
か] 著

東京大学出版会 492.16||No 219001435

256 脳波解析入門 : EEGLABとSPMを使いこなす
開一夫, 金山範明
編/河内山隆紀 [ほ
か] 著

東京大学出版会 492.16||No 219001436

257 アフェレシス療法ポケットマニュアル 第2版
野入英世, 花房規
男編著

医歯薬出版 492.27||No 219001462



258 呼吸療法装置 第2版 (臨床工学講座. 生体機能代行装置学)
廣瀬稔, 生駒俊和
編集

医歯薬出版 492.28||Ko 219001297

259
医用画像ディープラーニング入門 (医療AIとディープラーニ
ングシリーズ:No.1)

藤田広志監修・編 オーム社 492.8||Fu 219001469

260 トラウマ・インフォームドケア 川野雅資著 精神看護出版 492.927||Ka 219001863

261
小児期トラウマがもたらす病 : ACEの実態と対策 (フェニッ
クスシリーズ:67)

ドナ・ジャクソ
ン・ナカザワ著/

清水由貴子訳

パンローリング 493.09||Na 219001751

262 食物アレルギー診療ガイドライン 2016(2018年改訂版)

日本小児アレル
ギー学会食物アレ
ルギー委員会作成

協和企画 (発売) 493.14||Sh||'16 219002172

263 食品由来感染症と食品微生物
仲西寿男, 丸山務
監修

中央法規出版 493.157||Na 219001809

264 神経・精神疾患による消化管障害ベッドサイドマニュアル
榊原隆次, 福土審
編著

中外医学社 493.4||Sh 219001586

265 神経・精神疾患による消化管障害ベッドサイドマニュアル
榊原隆次, 福土審
編著

中外医学社 493.4||Sh 219001587

266
「キラーストレス」から心と体を守る! : マインドフルネス&

コーピング実践CDブック

熊野宏昭, 伊藤絵
美, NHKスペシャ
ル取材班監修

主婦と生活社 493.49||Ki 219001552

267 現代の認知行動療法 : CBTモデルの臨床実践
ステファン・G・
ホフマン著/伊藤
正哉, 堀越勝訳

診断と治療社 493.72||Ho 219002012

268 オープンダイアローグを実践する
ヤーコ・セイック
ラ [ほか] シンポ
ジスト

日本評論社 493.72||Op 219001955

269 オープンダイアローグとは何か 斎藤環著+訳 医学書院 493.72||Sa 219002051

270 トラウマへの認知処理療法 : 治療者のための包括手引き

P・A・リーシッ
ク, C・M・マン
ソン, K・M・
チャード著

創元社 493.74||Re 219001562

271
トラウマのことがわかる本 : 生きづらさを軽くするためにで
きること (健康ライブラリー : イラスト版)

白川美也子監修 講談社 493.74||Sh 219001428

272
自閉症スペクトラム障害のある人が才能をいかすための人間
関係10のルール

テンプル・グラン
ディン, ショー
ン・バロン著/門
脇陽子訳

明石書店 493.76||Gr 219002088

273
医療スタッフのためのLD診療・支援入門 : 子どもの学びと向
き合う

若宮英司編集 診断と治療社 493.937||Ir 219001777

274 虐待が脳を変える : 脳科学者からのメッセージ
友田明美, 藤澤玲
子著

新曜社 493.937||To 219001781

275 効能評価と皮膚測定 : 化粧品・食品の有用性研究に役立つ 高橋元次著 じほう 494.8||Ta 219001844

276 スタンダード歯科理工学 : 生体材料と歯科材料 第7版

中嶌裕 [ほか] 編
集(幹事)・執筆/石
川邦夫 [ほか] 編
集・執筆/赤坂司
[ほか] 執筆

学建書院 497.8||Su 219001730

277
政府はどこまで医療に介入すべきか : イギリス医療・介護政
策と公私ミックスの展望

堀真奈美著 ミネルヴァ書房 498.13||Ho 219001669

278 踊る裸体生活 : ドイツ健康身体論とナチスの文化史 森貴史著 勉誠出版 498.3||Mo 219001630

279
はじめてのマインドフルネス : ストレスに負けない!心のスト
レッチ : 集中力アップ!記憶力も向上!キラーストレスから心
と体を守る! (NHKテキスト) (NHKまる得マガジン)

熊野宏昭講師/日
本放送協会, NHK

出版編
NHK出版 498.39||Ku 219001950

280 現場で役立つ食品微生物Q&A 第4版 小久保彌太郎編著 中央法規出版 498.54||Ge 219002062

281
早わかり食品表示法 : 食品表示法逐条解説・食品表示基準に
基づく食品表示制度解説 改訂新版第2版

日本食品衛生協
会

498.54||Ha 219001891

282 早わかり食品衛生法 : 食品衛生法逐条解説 新訂第6版
日本食品衛生協
会

498.54||Ha 219001892

283
平成30年食品衛生法等改正の解説 : 逐条解説・段階施行対応
版

厚生労働省医薬・
生活衛生局生活衛
生・食品安全企画
課監修

中央法規出版 498.54||He 219002064

284
食品衛生法対応はじめてのHACCP : 実例でわかるHACCP制
度化への対応

角野久史, 米虫節
夫編著/花野章二,

佐古泰通, 柳生麻
実著

日科技連出版社 498.54||Sh 219001829



285 食品衛生小六法 2019年版 1 : 法令 新日本法規出版 498.54||Sh||'19-1 219001779

286 食品衛生小六法 2019年版 2 : 通知・実例 新日本法規出版 498.54||Sh||'19-2 219001780

287
大量調理施設衛生管理のポイント : HACCPの考え方に基づく
衛生管理手法 6訂

中央法規出版 498.54||Ta 219002063

288
最新ペプチド合成技術とその創薬研究への応用 (遺伝子医学
MOOK:21)

木曽良明編/向井
秀仁編集協力

メディカルドゥ 499.3||Sa 219001913

289 図解道具としての流体力学入門 西野創一郎著 日刊工業新聞社 501.23||Ni 219001593

290 PIVハンドブック 第2版 可視化情報学会編 森北出版 501.23||Pi 219001682

291 伝熱工学資料 改訂第5版 日本機械学会 [編]
日本機械学会/丸
善 (発売)

501.26||De 219001890

292 Statics and mechanics of materials 5rd ed. in SI units

R.C. Hibbeler/SI

conversion by Kai

Beng Yap

Pearson

Education

Limited

501.32||Hi 219001324

293
メタマテリアルのつくりかた : 光を曲げる「磁場」とベリー
位相 (マグネティクス・イントロダクション:2)

冨田知志, 澤田桂
著/日本磁気学会
編

共立出版 501.49||To 219001493

294 コンクリートの非破壊試験 : 打撃試験方法 1
日本非破壊検査
協会

501.55||Ko||1 219002034

295 コンクリートの非破壊試験 : 打撃試験方法 2
日本非破壊検査
協会

501.55||Ko||2 219002036

296 コンクリートの非破壊試験 : 打撃試験方法 3
日本非破壊検査
協会

501.55||Ko||3 219002037

297
エネルギー資源の世界史 : 利用の起源から技術の進歩と人
口・経済の拡大

松島潤編著/川崎
達治 [ほか] 執筆

一色出版/悠書館
(発売)

501.6||En 219002032

298
エンジニアのための失敗マニュアル : 痛快な珍問答と失敗の
てんまつ

涌井伸二著 コロナ社 504||Wa 219001548

299 これからの知財入門 : 変革の時代の普遍的知識 第2版
山口大学大学研究
推進機構知的財産
センター著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

507.2||Ya 219001395

300
化学・バイオ特許の出願戦略 改訂8版 (現代産業選書. 知的財
産実務シリーズ)

細田芳徳著 経済産業調査会 507.23||Ho 219001813

301 知っておきたい特許法 : 特許法から著作権法まで 21訂版
工業所有権法研究
グループ編

朝陽会/全国官報
販売協同組合 (発
売)

507.23||Sh 219001900

302
技術者による実践的工学倫理 : 先人の知恵と戦いから学ぶ 第
4版

近畿化学協会工学
倫理研究会編著

化学同人 507||Gi 219001304

303
Pulsed laser ablation of solids : basics, theory and

applications (Springer series in surface sciences:53)

Mihai Stafe,

Aurelian Marcu,

Niculae N.

Puscas

Springer 508||Sp||53 219002050

304
超実践品質工学 : これでわかった! : 絶対はずしてはいけない
機能・ノイズ・SN比の急所

鶴田明三著 日本規格協会 509.63||Ts 219001608

305 はじめてのパラメータ設計 渡部義晴著 日科技連出版社 509.63||Wa 219001828

306
パラメータ設計・応答曲面法・ロバスト最適化入門 : JUSE-

StatWorksオフィシャルテキスト (実務に役立つシリーズ:4)

山田秀, 立林和夫,

吉野睦著
日科技連出版社 509.63||Ya 219001827

307 例題とExcel演習で学ぶ実験計画法とタグチメソッド 菅民郎著 オーム社 509.66||Ka 219001464

308 ダムのたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く) 星の環会編 星の環会 510.8||Do 219001893

309 地下都市のたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く) 星の環会編 星の環会 510.8||Do 219001894

310 橋のたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く)
福手勤監修/星の
環会編

星の環会 510.8||Do 219001895

311
薬液注入工法の理論・設計・施工 (地盤工学・実務シリー
ズ:27)

地盤工学会薬液注
入工法の理論・設
計・施工編集委員
会編

地盤工学会/丸善
株式会社出版事
業部 (発売)

511.3||Ji||27 219001889

312 地盤の弾粘塑性構成式 POD版 岡二三生著 森北出版 511.3||Ok 219001681

313 粒子個別要素法
Catherine

O'Sullivan原著/鈴
木輝一訳

森北出版 511.3||Os 219001688

314
コンクリート中のケイ酸カルシウム水和物(C-S-H)とは何か :

キャラクタリゼーションと性能発現機構
セメント協会 511.7||Ko 219002026

315
コンクリート中のケイ酸カルシウム水和物(C-S-H)とは何か :

キャラクタリゼーションと性能発現機構
セメント協会 511.7||Ko 219002027

316 コンクリート標準示方書2017年制定 設計編

土木学会コンク
リート委員会コン
クリート標準示方
書改訂小委員会編

土木学会/丸善
(発売)

511.7||Ko||'17 219001821



317 コンクリート標準示方書2017年制定 施工編

土木学会コンク
リート委員会コン
クリート標準示方
書改訂小委員会編

土木学会/丸善
(発売)

511.7||Ko||'17 219001822

318
コンクリート標準示方書 : 2018年制定 規準編 土木学会規準
および関連規準

土木学会コンク
リート委員会コン
クリート標準示方
書改訂小委員会編
編

土木学会/丸善出
版 (発売)

511.7||Ko||'18 219001819

319 コンクリート標準示方書 : 2018年制定 規準編 JIS規格集

土木学会コンク
リート委員会コン
クリート標準示方
書改訂小委員会編
編

土木学会/丸善出
版 (発売)

511.7||Ko||'18 219001820

320 コンクリート標準示方書 : 2018年制定 維持管理編

土木学会コンク
リート委員会コン
クリート標準示方
書改訂小委員会編
編

土木学会/丸善出
版 (発売)

511.7||Ko||'18 219001823

321 セメント・コンクリート化学 : 解説付きデータ集 セメント協会 [編]
セメント協会研
究所

511.7||Se 219002024

322 セメント・コンクリート化学 : 解説付きデータ集 セメント協会 [編]
セメント協会研
究所

511.7||Se 219002025

323 道路交通技術必携 2018
交通工学研究会編
集

建設物価調査会 514||Do||'18 219001909

324 東京の橋100選+100 紅林章央著 都政新報社 515.02||Ku 219001888

325 最新橋構造 第3版
倉西茂, 中村俊一
著

森北出版 515.1||Ku 219001680

326 明石海峡大橋 : 夢を実現し、さらなるロマンを追う 新版 島田喜十郎著 鹿島出版会 515.57||Sh 219001486

327 河川六法 平成31年版 建設省河川局監修 大成出版社 517.091||Ka||31 219001808

328 実用水文学ハンドブック 増補版 岡本芳美著
岡本水文・河川
研究所

517.1||De 219001936

329 水理公式集 2018年版
土木学会水工学委
員会水理公式集編
集小委員会編集

土木学会/丸善出
版 (発売)

517.1||Su 219001824

330 治水技術の歴史 : 中世と近世の遺跡と文書 畑大介著 高志書院 517.21||Ha 219001313

331 美しい日本の川と防災 木下武雄著 総合法令出版 517.4||Ki 219001862

332 水と社会 : 水リテラシーを学ぶ8つの扉
林大樹, 西山昭彦,

大瀧友里奈編
東京大学出版会 517||Mi 219001437

333 空き地・空き家を活用した都市のスポンジ化対策Q&A
都市計画法制研究
会編集

ぎょうせい 518.8||Ak 219001916

334 人間の街 : 公共空間のデザイン
ヤン・ゲール著/

北原理雄訳
鹿島出版会 518.8||Ge 219001482

335 世界の都市 : 5大陸30都市の年輪型都市形成史 平本一雄著 彰国社 518.8||Hi 219001555

336
思考としてのランドスケープ地上学への誘い : 歩くこと、見
つけること、育てること

石川初著 LIXIL出版 518.8||Is 219001874

337
ジェイン・ジェイコブズ都市論集 : 都市の計画・経済論とそ
の思想

ジェイン・ジェイ
コブズ著/サミュ
エル・ジップ, ネ
イサン・シュテリ
ング編/宮﨑洋司
訳

鹿島出版会 518.8||Ja 219001484

338 実践風景計画学 : 読み取り・目標像・実施管理
古谷勝則 [ほか]

編集
朝倉書店 518.8||Ji 219001296

339 時間の中のまちづくり : 歴史的な環境の意味を問いなおす
黒石いずみ [ほか]

著
鹿島出版会 518.8||Ji 219001485

340
まちを再生する公共デザイン : インフラ・景観・地域戦略を
つなぐ思考と実践

山口敬太, 福島秀
哉, 西村亮彦編著/

長谷川浩己 [ほか]

著

学芸出版社 518.8||Ma 219001728

341 都市から学んだ10のこと : まちづくりの若き仲間たちへ 西村幸夫著 学芸出版社 518.8||Ni 219001723



342 小さな空間から都市をプランニングする

日本都市計画学会
都市空間のつくり
方研究会編/武田
重昭 [ほか] 編著/

松本邦彦 [ほか]

著

学芸出版社 518.8||Ni 219001721

343 空間解析入門 : 都市を測る・都市がわかる
貞広幸雄, 山田育
穂, 石井儀光編集

朝倉書店 518.8||Sa 219001456

344
プレイスメイキング : アクティビティ・ファーストの都市デ
ザイン

園田聡著 学芸出版社 518.8||So 219001725

345
プレイスメイキング : アクティビティ・ファーストの都市デ
ザイン

園田聡著 学芸出版社 518.8||So 219001726

346 都市史図集
都市史図集編集委
員会編

彰国社 518.8||To 219001554

347 都市計画学 : 変化に対応するプランニング
中島直人 [ほか]

著
学芸出版社 518.8||To 219001720

348 歩いて読みとく地域デザイン : 普通のまちの見方・活かし方 山納洋著 学芸出版社 518.8||Ya 219001724

349
環境ガバナンスとNGOの社会学 : 生物多様性政策における
パートナーシップの展開

藤田研二郎著 ナカニシヤ出版 519.1||Fu 219001310

350 バックキャスト思考とSDGs/ESG投資 北川哲雄編著 同文舘出版 519.13||Ba 219001585

351 海洋プラごみ問題解決への道 : 日本型モデルの提案
重化学工業通信
社・石油化学新報
編集部編

重化学工業通信
社

519.4||Ka 219001967

352 自然なきエコロジー : 来たるべき環境哲学に向けて
ティモシー・モー
トン著/篠原雅武
訳

以文社 519||Mo 219001382

353 プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命

シャンタル・プラ
モンドン, ジェ
イ・シンハ著/服
部雄一郎訳

NHK出版 519||Pl 219001443

354 安藤忠雄 v. 5 (GA architect:8, 12, 16)

安藤忠雄 [作]/二
川幸夫編集/ケネ
ス・フランプトン
論文/高瀬良夫撮
影

A.D.A.EDITA

Tokyo
520.87||Ga||5 219002170

355 インポッシブル・アーキテクチャー
埼玉県立近代美術
館 [ほか] 編

平凡社 520.87||In 219001623

356 安藤忠雄建築家と建築作品
安藤忠雄, 松葉一
清共著

鹿島出版会 523.1||An 219001921

357
建築構造における強非線形問題への数値解析による挑戦 (応
用力学シリーズ:13)

日本建築学会編集
著作人

日本建築学会/丸
善 (発売)

524.1||Ke 219001832

358 直感で理解する!構造力学の基本 山浦晋弘著 学芸出版社 524.1||Ya 219001718

359 木質構造部材・接合部の変形と破壊 日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.5||Mo 219001831

360 鋼構造物の長寿命化技術 (鋼構造シリーズ:29)

土木学会鋼構造委
員会構造物の長寿
命化技術に関する
検討小委員会編集

土木学会/丸善出
版(発売)

524.6||Ko||29 219001825

361
伝統的構法のための木造耐震設計法 : 石場建てを含む木造建
築物の耐震設計・耐震補強マニュアル

伝統的構法木造建
築物設計マニュア
ル編集委員会著

学芸出版社 524.91||De 219001307

362
データと写真が明かす命を守る住まい方 : 地震に備え生存空
間を作ろう

中川洋一著 近代消防社 524.91||Na 219002035

363
コンクリート建物改修事典 : コンクリート建築のリニューア
ル、補修、補強マニュアル

「コンクリート建
物改修事典」編集
委員会編

産業調査会事典
出版センター

525.8||Ko 219001937

364 不動産プランナー流建築リノベーション 岸本千佳著 学芸出版社 527||Ki 219001306

365 木造仮設住宅群 : 3.11からはじまったある建築の記録
はりゅうウッドス
タジオ制作/藤塚
光政写真

ポット出版 527||Mo 219001753

366 熱環境計算戯法 ver. 2.2.0 富樫英介著
工学院大学建築
学部建築学科富
樫研究室

528.2||To 219001927

367
Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD : 3Dプ
リンターのデータ作成にも最適!! 2019年版CAM・切削加工編
1

スリプリ(VOST),

三谷大暁, 別所智
広, 坂元浩二共著

カットシステム 531.98||Fu 219001883



368
Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD : 3Dプ
リンターのデータ作成にも最適!! 2019年版CAM・切削加工編
2

スリプリ(VOST),

三谷大暁, 別所智
広, 坂元浩二共著

カットシステム 531.98||Fu 219001884

369
ミニフライス盤CNC化実践マニュアル : ものづくりをステッ
プアップ (Think IT books)

榊正憲著 インプレス 532.4||Sa 219001846

370
最新研磨技術 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:693. 新
材料・新素材シリーズ)

谷泰弘監修
シーエムシー出
版

532.5||Sa 219002010

371 わかる!使える!研削加工入門 海野邦昭著 日刊工業新聞社 532.5||Un 219001592

372 機械加工の知識がやさしくわかる本 西村仁著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

532||Ni 219001835

373 演習で学ぶ「流体の力学」入門 第2版
西海孝夫, 一柳隆
義著

秀和システム 534.1||Ni 219001800

374 流体力学 (機械系コアテキストシリーズ:C-2)
鈴木康方 [ほか]

共著
コロナ社 534.1||Ry 219001543

375 ハイドロタービン 新改訂版 ターボ機械協会編 日本工業出版 534.3||Ha 219002153

376
Impact of climate change on small scale hydro-turbine

selections (SpringerBriefs in energy)

Uttam Roy,

Mrinmoy

Majumder

Springer 534.3||Ro 219002038

377
ポンプのキャビテーション損傷の予測と評価 : 英訳版付属 :

TSJ G001:2011 : ターボ機械協会指針 英訳追加版
日本工業出版 534.4||Po 219001834

378 ターボポンプ 新改訂版 ターボ機械協会編 日本工業出版 534.4||Ta 219001833

379 流体機械 : 基礎理論から応用まで 山本誠 [ほか] 著 共立出版 534||Ry 219001505

380 CASE革命 : 2030年の自動車産業 中西孝樹著
日本経済新聞出
版社

537.09||Na 219001358

381 Autoware自動運転ソフトウェア入門
安積卓也 [ほか]

著
リックテレコム 537||Au 219001876

382 自動運転 : システム構成と要素技術 第2版
保坂明夫, 青木啓
二, 津川定之共著

森北出版 537||Ho 219001684

383 自動運転の幻想 上岡直見著 緑風出版 537||Ka 219001851

384
モビリティー進化論 : 自動運転と交通サービス、変えるのは
誰か

アーサー・ディ・
リトル・ジャパン
著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ(発売)

537||Mo 219002065

385
最新ドローン画像解析入門 : これを読めば百万円の設備投資
はもう要らない : 目からウロコのノウハウ満載!!

JAREX UAV 研究
チーム編集

JAREX 538.6||Sa 219001914

386 3つのアポロ : 月面着陸を実現させた人びと (B&Tブックス) 的川泰宣著 日刊工業新聞社 538.9||Ma 219001426

387 月へ : 人類史上最大の冒険 : アポロ11号月着陸50周年記念
ロッド・パイル著
/最所篤子訳/ジー
ン・クランツ序文

三省堂 538.9||Py 219001551

388 ソニー技術の秘密 木原信敏著 Field Archive 540.67||Ki 219001926

389 基礎からの過渡現象 柴田尚志著 森北出版 541.17||Sh 219001687

390
High voltage and electrical insulation engineering : hardback

(IEEE Press series on power engineering:24)

Ravindra Arora,

Wolfgang Mosch

IEEE Press/J.

Wiley
541.3||Ar 219001320

391
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

尾崎公洋, 杉本諭
監修

エヌ・ティー・
エス(NTS)

541.66||Ji 219001855

392 モータ駆動システムのための磁性材料活用技術 藤﨑敬介編著 コロナ社 542.13||Mo 219001299

393 演習ベクトル制御と交流機駆動の動力学
篠原勝次, 飯盛憲
一, 山本吉朗共著

電気書院 542.3||Sh 219001577

394 小水力発電事例集 2018
全国小水力利用推
進協議会編纂

クリエイト日報
出版部

543.3||Sh||'18 219001969

395
はじめての原発ガイドブック : 賛成・反対を考えるための9

つの論点 改訂版
楠美順理著 創成社 543.5||Ku 219002013

396
熱電発電技術と設計法 : 小型化・高効率化の実現 (設計技術
シリーズ)

宮崎康次著 科学情報出版 543||Mi 219001907

397
熱電変換技術の基礎と応用 : クリーンなエネルギー社会を目
指して 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:650. エレクト
ロニクスシリーズ)

日本熱電学会編纂
/舟橋良次 [ほか]

編集

シーエムシー出
版

543||Ne 219001756

398 大写解高圧受電設備 : 施設標準と構成機材の基本解説 田沼和夫著 オーム社 544.49||Ta 219001470

399 送配電の基礎 第2版
山口純一, 中村格,

湯地敏史著
森北出版 544||Ya 219001685

400 信号処理教科書 : 不規則信号とフィルタ 原島博著 コロナ社 547.1||Ha 219001532

401 デジタル信号処理の基礎 : 例題とPythonによる図で説く 岡留剛著 共立出版 547.1||Ok 219001508



402
信号・データ処理のための行列とベクトル : 複素数, 線形代
数, 統計学の基礎 (次世代信号情報処理シリーズ:1)

田中聡久著 コロナ社 547.1||Ta 219001536

403
超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集 : LED/ス
イッチからカメラ/LCDまで何でも3分Wi-Fi接続 (ボード・コ
ンピュータ・シリーズ)

国野亘他著 CQ出版 547.5||Ch 219001787

404
超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集 : LED/ス
イッチからカメラ/LCDまで何でも3分Wi-Fi接続 (ボード・コ
ンピュータ・シリーズ)

国野亘他著 CQ出版 547.5||Ch 219001788

405
5G教科書 : LTE/IoTから5Gまで (インプレス標準教科書シ
リーズ)

服部武, 藤岡雅宣
編著

インプレス 547.5||Ha 219001474

406
Deep reinforcement learning for wireless networks

(Springerbriefs in electrical and computer engineering)

F. Richard Yu,

Ying He
Springer 547.5||Yu 219002047

407
Fiber optical parametric amplifiers, oscillators and related

devices :pbk
Michel E. Marhic

Cambridge

University Press
547.68||Ma 219002043

408 コンピュータ工学の基礎 浅川毅著
東京電機大学出
版局

548.2||As 219001590

409
Computer organization and design : the hardware/software

interface RISC-V ed

David A.

Patterson, John

L.

Hennessy/RISC-V

updates and

contributions by

Andrew S.

Waterman ... [et

al.]/additional

contributions by

Perry Alexander

... [et al.]

Morgan

Kaufmann
548.2||Pa 219001388

410
ラズパイで入門!Linux I/Oプログラミング教科書 (ボード・コ
ンピュータ・シリーズ)

トランジスタ技術
編集部編集

CQ出版 548.29||Ra 219001785

411
ラズパイで入門!Linux I/Oプログラミング教科書 (ボード・コ
ンピュータ・シリーズ)

トランジスタ技術
編集部編集

CQ出版 548.29||Ra 219001786

412 ゼロからよくわかる!ラズベリー・パイで電子工作入門ガイド
タトラエディット
著

技術評論社 548.295||Ze 219001479

413 やわらかいロボット (新・身体とシステム) 新山龍馬著 金子書房 548.3||Ni 219001717

414 電気電子システムのための制御工学 (電気学会大学講座) 佐々木清吾 [著]
電気学会/オーム
社 (発売)

548.3||Sa 219002029

415 システム動力学と振動制御 (システム制御工学シリーズ:17) 野波健蔵著 コロナ社 548.3||Sh||17 219001538

416 線形システム解析 (システム制御工学シリーズ:19) 汐月哲夫著 コロナ社 548.3||Sh||19 219001539

417 フィードバック制御 (計測・制御テクノロジーシリーズ:7)

荒木光彦, 細江繁
幸共著/計測自動
制御学会編

コロナ社 548.31||Ar 219001541

418
シミュレーションと数値計算の基礎 (シリーズ知能機械工
学:8)

山田宏尚, 大坪克
俊著

共立出版 548.7||Ya 219001506

419
シミュレーションと数値計算の基礎 (シリーズ知能機械工
学:8)

山田宏尚, 大坪克
俊著

共立出版 548.7||Ya 219001507

420
電子回路シミュレータLTspiceXVIIリファレンスブック : 部品
モデル作成から信号源設定まで!アナログ・パフォーマンスを
調べ尽くす (ツール活用シリーズ)

青木英彦著 CQ出版 549.3||Ao 219001790

421 回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路 第3版 渋谷道雄著 オーム社 549.3||Sh 219001468

422
異種機能デバイス集積化技術の基礎と応用 : MEMS,NEMS,セ
ンサ,CMOSLSIの融合 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:686. 新材料・新素材シリーズ)

益一哉, 年吉洋,

町田克之監修
シーエムシー出
版

549.7||Is 219002008

423 FPGA時代に学ぶ集積回路のしくみ 宇佐美公良著 コロナ社 549.7||Us 219001534

424 はじめてのパワーエレクトロニクス 板子一隆著 オーム社 549.8||It 219001298

425 基礎パワーエレクトロニクス : PSIMで学ぶ 改訂新版
野村弘, 藤原憲一
郎, 吉田正伸著

電気書院 549.8||No 219001576

426
よくわかる最新パワー半導体の基本と仕組み : シリコンに替
わる新ウェーハを学ぶ 第2版 (How-nual図解入門)

佐藤淳一著 秀和システム 549.8||Sa 219001373

427 半導体真空技術 : ポイント解説 宇津木勝著
東京電機大学出
版局

549.8||Ut 219001588

428 半導体真空技術 : ポイント解説 宇津木勝著
東京電機大学出
版局

549.8||Ut 219001589

429 ゼロからわかる回路シミュレータPSIM入門
日本パワーエレク
トロニクス協会編

コロナ社 549.8||Ze 219001300

430 フォトニクスの基礎
榎原晃, 川西哲也
共著

コロナ社 549.95||En 219001533

431
ナノ構造光学素子開発の最前線 普及版 (CMCテクニカルライ
ブラリー:634. エレクトロニクスシリーズ)

西井準治, 菊田久
雄監修

シーエムシー出
版

549.95||Na 219001754



432
Arduinoではじめる電子工作超入門 : これ1冊でできる! 改訂
第3版

福田和宏著 ソーテック社 549||Fu 219001806

433
分子アーキテクトニクス : 単分子技術が拓く新たな機能 (CSJ

Current Review:31)
日本化学会編 化学同人 549||Ni 219001707

434
バイオ電池の最新動向 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:647. バイオテクノロジーシリーズ)

加納健司監修
シーエムシー出
版

572.1||Ba 219001755

435
進化する燃料電池・二次電池 : 反応・構造・製造技術の基礎
と未来社会を支える電池技術 (最近の化學工學:67)

化学工学会関東支
部編/化学工学会
エネルギー部会、
材料・界面部会著

化学工学会関東
支部/三恵社 (発
売)

572.1||Sh 219001285

436
肌/皮膚、毛髪と化粧品科学 (『化粧品科学へのいざない』シ
リーズ:第3巻)

坂本一民, 山下裕
司編

薬事日報社 576.7||Ke||3 219002017

437 Polyvinyl alcohol : developments est.
edited by C.A.

Finch
Wiley 578.4||Fi 219001322

438 現場で役立つプラスチック・繊維材料のきほん
和歌山県工業技術
センター編/中村
允, 橘熊野編著

コロナ社 578.4||Ge 219001547

439 プラスチックの表面処理と接着 小川俊夫著 共立出版 578.4||Og 219001497

440
トラブルを防ぐプラスチック材料の選び方・使い方 : 開発か
ら製造まで、信頼性向上のためのチェックポイント

高野菊雄著 丸善出版 578.4||Ta 219001642

441
高分子の架橋と分解 普及版 3 (CMCテクニカルライブラ
リー:663. ファインケミカルシリーズ)

角岡正弘, 白井正
充監修

シーエムシー出
版

578||Ko 219001759

442 刺激応答性高分子ハンドブック 宮田隆志監修
エヌ・ティー・
エス

578||Sh 219001854

443
微生物によるものづくり : 化学法に代わるホワイトバイオテ
クノロジーの全て 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:540. バイオテクノロジーシリーズ)

植田充美監修
シーエムシー出
版

579.97||Bi 219002005

444
極限環境生物の産業展開 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:692. バイオテクノロジーシリーズ)

今中忠行監修
シーエムシー出
版

579.97||Ky 219002009

445
発酵・醸造食品の最新技術と機能性 普及版 2 (CMCテクニカ
ルライブラリー:652. 食品シリーズ)

北本勝ひこ監修
シーエムシー出
版

588.51||Ha 219001758

446 食品微生物の生態 : 微生物制御の全貌
ICMSF(国際食品
微生物規格委員
会)編

中央法規出版 588.51||Sh 219001810

447
食品酵素化学の最新技術と応用 : 展開するフードプロテオミ
クス 普及版 2 (CMCテクニカルライブラリー:651. バイオテ
クノロジーシリーズ)

井上國世監修
シーエムシー出
版

588||Sh 219001757

448
食品安全管理における微生物学的検査 : 基準の設定と検査の
考え方

ICMSF編 中央法規出版 588||Sh 219001811

449
食品微生物の検査データと活用法 : 工程管理と製品評価のた
めに

ICMSF編 中央法規出版 588||Sh 219001812

450
低アレルギー食品の開発 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:165)

池沢善郎編集
シーエムシー出
版

588||Te 219002028

451 図解食品加工プロセス 吉田照男著 森北出版 588||Yo 219001690

452 大人になってやめたこと 一田憲子著 扶桑社 590.4||Ic 219001280

453
プレイス・ブランディング : "地域"から"場所"のブランディン
グへ

電通abic project

編/若林宏保, 徳山
美津恵, 長尾雅信
著

有斐閣 601.1||Wa 219001303

454 SmartCity5.0地方創生を加速する都市OS
海老原城一, 中村
彰二朗著

インプレス 601.126||Eb 219001476

455 稲作スマート農業の実践と次世代経営の展望 南石晃明編著 養賢堂 611.7||In 219001845

456 イナカをツクル : わくわくを見つけるヒント 嵩和雄著 コモンズ 611.9||Ka 219001858

457
スマート農業のすすめ : 次世代農業人(スマートファーマー)

の心得
渡邊智之著 産業開発機構 614.8||Wa 219001853

458 森林の変化と人類 (森林科学シリーズ:1)
中静透, 菊沢喜八
郎編

共立出版 650.8||Sh||1 219001502

459 森林と野生動物 (森林科学シリーズ:11)
小池伸介, 山浦悠
一, 滝久智編

共立出版 650.8||Sh||11 219001504

460 森林と物質循環 (森林科学シリーズ:8) 柴田英昭編 共立出版 650.8||Sh||8 219001503

461 枯死木の中の生物多様性

Jogeir

N.Stokland, Juha

Siitonen, Bengt

Gunnar Jonsson

著/深澤遊, 山下聡
訳

京都大学学術出
版会

653.12||St 219001881

462 森林生態学 : 持続可能な管理の基礎 藤森隆郎著
全国林業改良普
及協会

653.17||Fu 219001886



463 熱帯雨林コネクション : マレーシア木材マフィアを追って
ルーカス・シュト
ラウマン著/鶴田
由紀訳

緑風出版 654.2||St 219001850

464 事例でわかる物語マーケティング (Series marketing) 山川悟著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

675||Ya 219001973

465 交通事故解析の基礎と応用 改訂版 山崎俊一著 東京法令出版 681.3||Ya 219001815

466 MaaS : モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ
日高洋祐 [ほか]

著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

681||Ma 219002052

467 MaaS : モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ
日高洋祐 [ほか]

著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

681||Ma 219002053

468 MaaS入門 : まちづくりのためのスマートモビリティ戦略 森口将之著 学芸出版社 681||Mo 219001727

469
フィールドから読み解く観光文化学 : 「体験」を「研究」に
する16章

西川克之, 岡本亮
輔, 奈良雅史編著

ミネルヴァ書房 689.04||Fi 219001292

470 観光地域学 (新・ソフィア叢書:No. 1) 奥野一生著 竹林館 689.21||Ok 219001852

471 観光と地域振興 : その実践的応用 大久保あかね著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

689.4||Ok 219001591

472 観光社会学2.0 : 拡がりゆくツーリズム研究
須藤廣, 遠藤英樹
著

福村出版 689||Su 219001622

473
フィールドから読み解く観光文化学 : 「体験」を「研究」に
する16章

西川克之, 岡本亮
輔, 奈良雅史編著

ミネルヴァ書房 698.04||Fi 219001676

474 BPOと放送の自由 : 決定事例からみる人権救済と放送倫理
三宅弘, 小町谷育
子著

日本評論社 699.06||Mi 219001594

475 変容するNHK : 「忖度」とモラル崩壊の現場 川本裕司著
花伝社/共栄書房
(発売)

699.21||Ka 219001734

476
テレビ的教養 : 一億総博知化への系譜 (岩波現代文庫:学
術:399)

佐藤卓己著 岩波書店 699.21||Sa 219001332


