
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ビジネス社会を生きていくための4つの力 (AIにできる
こと、できないこと:[正])

藤本浩司, 柴原一友著 日本評論社 007.13||Ai||1 220000761

2
すっきり分かる「最強AI」のしくみ (AIにできるこ
と、できないこと:続)

柴原一友著 日本評論社 007.13||Ai||2 220000762

3 機械学習しませんか : わりと簡単、すぐ始められる
クジラ飛行机, 片野美都
著

ソシム 007.13||Ku 220000385

4
Pythonではじめる教師なし学習 : 機械学習の可能性を
広げるラベルなしデータの利用

Ankur A. Patel著/中田秀
基訳

オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

007.13||Pa 220000465

5 フレームワーク編 (ゼロから作るdeep learning:3) 斎藤康毅著
オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

007.13||Sa||3 220000464

6
情報倫理 : ネット時代のソーシャル・リテラシー 改訂
新版

高橋慈子 [ほか] 著 技術評論社 007.3||Jo 220000643

7 サブスクリプションモデルの夜明け 佐藤哲也著 創藝社 (発売) 007.35||Sa 220000469

8 情報リテラシー [本編]
富士通エフ・オー・エム
株式会社著制作

FOM出版 007.6||Fu 220000451

9

これ1冊で丸わかり完全図解セキュリティー入門 : 被
害に遭わないためのポイントを徹底解説 (日経BPムッ
ク)

日経Network編集
日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

007.609||Ko 220000639

10

現場で使える!pandas (パンダス) データ前処理入門 :

機械学習・データサイエンスで役立つ前処理手法 (AI

& Technology)

増田秀人著 翔泳社 007.609||Ma 220000377

11
できるWord思い通り全部入り。 : イライラ解消! : わ
かればスッキリ!

石田かのこ著 インプレス 007.63||Is 220000638

12
Excel実践の授業 : 業務改善コンサルタントの現場経
験を一冊に凝縮した

永井雅明著
SBクリエイティ
ブ

007.63||Na 220000401

13
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
中山光樹著 マイナビ 007.636||Na 220000428

14 スッキリわかるPython入門 国本大悟,  須藤秋良著 インプレス 007.64||Ku 220000635

15 スッキリわかるC言語入門 中山清喬著 インプレス 007.64||Na 220000634

16 スッキリわかるJava入門 第3版 中山清喬, 国本大悟著 インプレス 007.64||Na 220000636

17 1日10分でぐんぐんわかる!Excel自動化の入門教室 土屋和人著 ナツメ社 007.64||Ts 220000410

18 世界を変えた150の科学の本
ブライアン・クレッグ著/

石黒千秋訳
創元社 402||Cl 220000698

19
ポスドクの流儀 : 悩みを解きほぐして今日から行動す
るためのチェックリスト

Liz Elvidge, Carol

Spencely, Emma Williams

著/小谷力翻訳

羊土社 407||El 220000299

20
医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラク
ラク・アクセプト

北風政史著 メディカ出版 407||Ki 220000429

21 誰が科学を殺すのか : 科学技術立国「崩壊」の衝撃
毎日新聞「幻の科学技術
立国」取材班著

毎日新聞出版 409.1||Da 220000798

22 世界数学者事典
ベルトラン・オーシュコ
ルヌ, ダニエル・シュ
ラットー著/熊原啓作訳

日本評論社 410.33||Ha 220000760

23 マスペディア1000
リチャード・エルウィス
著/宮本寿代訳

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

410.36||El 220000382

24
数学的な思考とは何か : 数学嫌いと思っていた人に読
んで欲しい本 (知の扉シリーズ)

長岡亮介著 技術評論社 410.4||Na 220000645

25 演習大学院入試問題 第3版 物理学1 姫野俊一, 陳啓浩共著 サイエンス社 410.7||Hi||1 220000351

26 演習大学院入試問題 第3版 物理学2 姫野俊一, 陳啓浩共著 サイエンス社 410.7||Hi||2 220000352

27
「集合と位相」をなぜ学ぶのか : 数学の基礎として根
づくまでの歴史

藤田博司著 技術評論社 410.9||Fu 220000336

28
解法と演習工学・理学系大学院入試問題「数学・物理
学」 第2版

陳啓浩, 姫野俊一共著
数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

410||Ch 220000837

29 数学大百科事典 : 仕事で使う公式・定理・ルール127 蔵本貴文著 翔泳社 410||Ku 220000376

30 ライブ講義 : 大学1年生のための数学入門 奈佐原顕郎著 講談社 410||Na 220000563

31 数学原論 斎藤毅著 東京大学出版会 410||Sa 220000611

32 数学大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ)
ニュートンプレ
ス

410||Su 220000662

学生用理工系図書新着リスト(7月)



33 うれしたのし東大数学 安田亨著
ホクソム/星雲社
(発売)

410||Ya 220000851

34

スバラシク実力がつくと評判の線形代数キャンパス・
ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
れる! 改訂7

馬場敬之著 マセマ出版社 411.3||Ba 220000457

35 行列・行列式・ベクトルがきちんと学べる線形代数 押川元重著 日本評論社 411.3||Os 220000763

36 応用がみえる線形代数 (Iwanami mathematics) 高松瑞代著 岩波書店 411.3||Ta 220000516

37
スバラシク実力がつくと評判の演習線形代数キャンパ
ス・ゼミ 改訂6

高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 411.3||Ta 220000838

38 代数学 改訂新編 第2巻
藤原松三郎著/浦川肇, 高
木泉, 藤原毅夫編著

内田老鶴圃 411||Fu||2 220000293

39 虚数 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [和田純夫監修]
ニュートンプレ
ス

412||Ky 220000660

40

スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャンパス・
ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
れる! 改訂6

馬場敬之著 マセマ出版社 413.3||Ba 220000459

41
スバラシク実力がつくと評判の演習微分積分キャンパ
ス・ゼミ 改訂5

馬場敬之, 高杉豊著 マセマ出版社 413.3||Ba 220000846

42 入門微分積分学15章 熊原啓作著 日本評論社 413.3||Ku 220000759

43

スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャンパス・
ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
れる! 改訂6

馬場敬之著 マセマ出版社 413.52||Ba 220000839

44 楕円関数論 : 楕円曲線の解析学 増補新装版 梅村浩著 東京大学出版会 413.57||Um 220000609

45 常微分方程式 (東京大学工学教程. 基礎系数学)

東京大学工学教程編纂委
員会編/佐々成正, 井上純
一著

丸善出版 413.62||Sa 220000244

46

スバラシク実力がつくと評判の偏微分方程式キャンパ
ス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽
に取れる! 改訂3

馬場敬之著 マセマ出版社 413.63||Ba 220000840

47 美しい幾何学 谷克彦著 技術評論社 414||Ta 220000641

48
サンプリングって何だろう : 統計を使って全体を知る
方法 (岩波科学ライブラリー:271)

廣瀬雅代, 稲垣佑典, 深谷
肇一著

岩波書店 417.6||Hi 220000509

49

スバラシク実力がつくと評判の統計学キャンパス・ゼ
ミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! 改訂5

馬場敬之著 マセマ出版社 417||Ba 220000458

50 Excelによる統計入門 第4版 縄田和満著 朝倉書店 417||Na 220000618

51
スバラシク実力がつくと評判の演習統計学キャンパ
ス・ゼミ 改訂3

高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 417||Ta 220000842

52
瀕死の統計学を救え! : 有意性検定から「仮説が正しい
確率」へ

豊田秀樹著 朝倉書店 417||To 220000619

53 基礎物理学演習 2
永田一清編/佐野元昭, 田
中秀数, 山本郁夫執筆

サイエンス社 420||Ki||2 220000350

54
レクチャー量子力学 (ライブラリ新物理学基礎テキス
ト:Q6)

青木一著 サイエンス社 421.3||Ao 220000353

55 ファインマン経路積分の発見
[ファインマン著]/ロー
リー・ブラウン編/北原和
夫, 田中篤司訳

岩波書店 421.3||Fe 220000517

56 量子論 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [和田純夫監修]
ニュートンプレ
ス

421.3||Ry 220000661

57 量子力学 1 (東京大学工学教程. 基礎系物理学)
東京大学工学教程編纂委
員会編/押山淳著

丸善出版 421.3||Ry||1 220000243

58 量子力学 2 (東京大学工学教程. 基礎系物理学)
東京大学工学教程編纂委
員会編/押山淳著

丸善出版 421.3||Ry||2 220000240

59 量子力学 第2版 (物理学スーパーラーニングシリーズ)

佐川弘幸, 清水克多郎著/

シュプリンガー・ジャパ
ン株式会社編

丸善出版 421.3||Sa 220000230

60
演習しよう物理数学 : これでマスター!学期末・大学院
入試問題 (ライブラリ物理の演習しよう:5)

引原俊哉著
数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

421.5||Hi 220000449

61

初めから学べると評判の大学基礎物理力学キャンパ
ス・ゼミ : 高校物理から大学物理へ!スムーズに実力
UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 423||Ba 220000841

62 量子光学と量子情報科学 新版 (SGCライブラリ:157) 古澤明, 武田俊太郎共著 サイエンス社 425.1||Fu 220000354

63

初めから学べると評判の大学基礎物理熱力学キャンパ
ス・ゼミ : 高校物理から大学物理へ!スムーズに実力
UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 426.5||Ba 220000843

64

初めから学べると評判の大学基礎物理電磁気学キャン
パス・ゼミ : 高校物理から大学物理へ!スムーズに実力
UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 427||Ba 220000844



65

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7

馬場敬之著 マセマ出版社 427||Ba 220000845

66
演習しよう電磁気学 : これでマスター!学期末・大学院
入試問題 (ライブラリ物理の演習しよう:2)

羽部朝男, 榎本潤次郎共
著

数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

427||Ha 220000450

67 固体電子の量子論 浅野建一著 東京大学出版会 428.4||As 220000610

68
相関電子と軌道自由度 (基本法則から読み解く物理学
最前線:22)

石原純夫著 共立出版 428.4||Is 220000663

69 固体の電子論 新版 斯波弘行著 森北出版 428.4||Sh 220000258

70 マーティン/ショー素粒子物理学
ブライアン・R.マーティ
ン, グレアム・ショー著/

吉岡瑞樹 [ほか]訳
講談社 429.6||Ma 220000560

71
超弦理論・ブレイン・M理論 (シュプリンガー現代理
論物理学シリーズ:1)

太田信義著/シュプリン
ガー・ジャパン株式会社
編集

丸善出版 429.6||Ot 220000827

72 化学史への招待 化学史学会編 オーム社 430.2||Ka 220000624

73 Freshman化学 第3版
浅野努, 上野正勝, 大賀恭
共著

学術図書出版社 430||As 220000343

74 化学入門
Julia Burdge, Michelle

Driessen著/小澤文幸訳
東京化学同人 430||Bu 220000395

75 絵ときでわかる基礎化学 第2版 岸川卓史 [ほか] 共著 オーム社 430||Et 220000626

76 教養の化学 : 暮らしのサイエンス
D.P.Heller, C.H.Snyder著/

渡辺正訳
東京化学同人 430||He 220000391

77 化学概論 : 物質の誕生から未来まで 岩岡道夫 [ほか] 著 共立出版 430||Ka 220000664

78 理工系の大学基礎化学
相樂隆正, 海野雅司共編
著

培風館 430||Ri 220000771

79 コンパクト電気化学
岩倉千秋, 森田昌行, 井上
博史共著

丸善出版 431.7||Iw 220000238

80 ゲルの科学
長田義仁編著/K.デュセッ
ク, 柴山充弘, 浦山健治著

講談社 431.83||Ge 220000577

81 基礎高分子科学 第2版 高分子学会編 東京化学同人 431.9||Ki 220000393

82
分子分光学と分子統計熱力学 (東京大学工学教程. 基礎
系化学/物理化学:3)

東京大学工学教程編纂委
員会編/三好明著

丸善出版 431||Mi 220000231

83
化学反応論 (東京大学工学教程. 基礎系化学/物理化
学:2)

東京大学工学教程編纂委
員会編/水野哲孝, 山口和
也, 堂免一成著

丸善 431||Mi 220000236

84
ビーカーくんとすごい先輩たち : 歴史に残るにはワケ
がある! : 実験器具のゆかいな博物館

うえたに夫婦著 誠文堂新光社 432.1||Ue 220000697

85 はじめての基礎化学実験 山﨑友紀 [ほか] 共著 オーム社 432||Ha 220000625

86 理工系のための化学実験・生物工学実験 2020
東京電機大学自然科学系
列編

学術図書出版社 432||Ri 220000342

87 有機合成のためのフロー化学
F.Darvas, G.Dormán,

V.Hessel編/小林修, 小野
澤俊也監訳・編著

東京化学同人 434||Yu 220000396

88 わかりやすい大学の無機化学 日本セラミックス協会編 培風館 435||Wa 220000772

89 構造有機化学 : 基礎から物性へのアプローチまで 中筋一弘 [ほか] 編 東京化学同人 437.01||Ko 220000392

90 有機反応機構 : 酸・塩基からのアプローチ 奥山格著 東京化学同人 437.01||Ok 220000394

91
分子構造と反応・有機金属化学 第2版 (大学院講義有
機化学:1)

野依良治 [ほか] 編 東京化学同人 437||Da||1 220000390

92 マクマリー生物有機化学 原書8版 有機化学編
John McMurry [ほか著]/上
田実 [ほか] 訳

丸善出版 437||Mc 220000234

93
宇宙マイクロ波背景放射 (新天文学ライブラリー:6.

New astronomy library)
小松英一郎著 日本評論社 443.9||Ko 220000758

94 バイオ実験を安全に行うために
化学同人編集部編/日本生
物工学会編集協力

化学同人 460.75||Ba 220000304

95 キャンベル生物学
Lisa A. Urry [ほか著]/池内
昌彦 [ほか訳]

丸善出版 460||Ca 220000235

96 エッセンシャルキャンベル生物学
Eric J. Simon [ほか著]/池
内昌彦 [ほか] 訳

丸善出版 460||Es 220000232

97
理系総合のための生命科学 : 分子・細胞・個体から知
る"生命"のしくみ 第5版

東京大学生命科学教科書
編集委員会編

羊土社 460||Ri 220000298

98 数でとらえる細胞生物学 Ron Milo, Rob Phillips著 羊土社 463||Mi 220000300

99 時をあやつる遺伝子 (岩波科学ライブラリー:275) 松本顕著 岩波書店 464.1||Ma 220000532

100
計算分子生物学 : 物質科学からのアプローチ (物質・
材料テキストシリーズ)

田中成典著 内田老鶴圃 464.1||Ta 220000294

101 糖質分析 (試料分析講座) 日本分析化学会編 丸善出版 464.3||To 220000239

102 糖鎖生物学 : 生命現象と糖鎖情報 北島健 [ほか] 編
名古屋大学出版
会

464.3||To 220000407



103 ケミカルバイオロジー化合物集 : 研究展開のヒント
日本学術振興会ケミカル
バイオロジー第189委員
会編

オーム社 464||Ke 220000632

104 マクマリー生物有機化学 原書8版 生化学編
John McMurry [ほか著]/上
田実 [ほか] 訳

丸善出版 464||Mc 220000233

105
動き始めたゲノム編集 : 食・医療・生殖の未来はどう
変わる?

ネッサ・キャリー著/中山
潤一訳

丸善出版 467.25||Ca 220000242

106
アダムの運命の息子たち : 遺伝子が語る人類の盛衰
(河出文庫:[サ5-2])

ブライアン・サイクス著/

大野晶子訳
河出書房新社 467.3||Sy 220000654

107 Pythonによるバイオデータ解析入門 山内長承著 オーム社 467.3||Ya 220000628

108 進化の意外な順序 : 感情、意識、創造性と文化の起源
アントニオ・ダマシオ著/

高橋洋訳
白揚社 467.5||Da 220000414

109
生命の「系統樹」はからみあう : ゲノムに刻まれた
まったく新しい進化史

デイヴィッド・クォメン
著/的場知之訳

作品社 467.5||Qu 220000833

110 植物たちの救世主
カルロス・マグダレナ著/

三枝小夜子訳
柏書房 470.9||Ma 220000305

111 あやしい植物図鑑 : だれかに話したくなる
菅原久夫監修/白井匠, ク
リハラタカシ絵

ダイヤモンド社 470||Ay 220000707

112
葉っぱはなぜこんな形なのか? : 植物の生きる戦略と
森の生態系を考える

林将之文・写真 講談社 470||Ha 220000566

113 もっと美しき小さな雑草の花図鑑
大作晃一写真/多田多恵子
文

山と溪谷社 470||Mo 220000271

114
花の分子発生遺伝学 : 遺伝子のはたらきによる花の形

づくり
平野博之, 阿部光知共著 裳華房 471.2||Hi 220000357

115
多様な花が生まれる瞬間 (シリーズ・遺伝子から探る
生物進化:6)

奥山雄大著
慶應義塾大学出
版会

471.2||Ok 220000319

116
花と昆虫のしたたかで素敵な関係 : 受粉にまつわる生
態学

石井博著 ベレ出版 471.3||Is 220000437

117 植物生理学 : 生化学反応を中心に 加藤美砂子著 裳華房 471.3||Ka 220000356

118
人の暮らしを変えた植物の化学戦略 : 香り・味・色・
薬効

黒栁正典著 築地書館 471.4||Ku 220000387

119 水草の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ:10) 水草保全ネットワーク著 成山堂書店 471.74||Mi 220000703

120 Flora : 図鑑植物の世界
金成希, 湊麻里, 渡邊真里
翻訳

東京書籍 471||Fl 220000726

121
したたかな植物たち : あの手この手の[○秘]大作戦 春
夏篇 (ちくま文庫:[た91-1], [た91-2])

多田多恵子著 筑摩書房 471||Ta 220000721

122
したたかな植物たち : あの手この手の[○秘]大作戦 秋
冬篇 (ちくま文庫:[た91-1], [た91-2])

多田多恵子著 筑摩書房 471||Ta 220000722

123 地生態学からみた日本の植生 小泉武栄著 文一総合出版 472.1||Ko 220000418

124 動物と人間 : 関係史の生物学 三浦慎悟著 東京大学出版会 480.2||Mi 220000608

125
嗅覚はどう進化してきたか : 生き物たちの匂い世界
(岩波科学ライブラリー:278)

新村芳人著 岩波書店 481.37||Ni 220000533

126
土壌動物の多様性と機能解析 (生態学フィールド調査
法シリーズ:10)

金子信博, 金田哲, 豊田鮎
著

共立出版 481.76||Ka 220000665

127
野生生物の生息適地と分布モデリング : Rプログラム
による実践

Antoine Guisan, Wilfried

Thuiller, Niklaus

E.Zimmermann著/楠本聞
太郎 [ほか] 訳

共立出版 482||Ya 220000666

128 日本の水生昆虫 (ネイチャーガイド) 中島淳 [ほか] 著 文一総合出版 486.038||Ni 220000419

129
カイコの実験単 : カイコで生命科学をまるごと理解!

(遺伝 : 生物の科学:別冊:no.23)

「カイコの実験単」企

画・編集委員会編

エヌ・ティー・

エス
486.8||Ka 220000436

130
身近な鳥のすごい食生活 : カラー版 (イースト新書
Q:Q064)

唐沢孝一 [著]
イースト・プレ
ス

488.1||Ka 220000349

131
死ぬ権利はあるか : 安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非
と命の価値 3刷

有馬斉著 春風社 490.154||Ar 220000439

132
40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか : 体温
の科学から学ぶ猛暑のサバイバル術 (DOJIN選書:82)

永島計著 化学同人 491.361||Na 220000303

133
デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 : 「深い読み」が
できるバイリテラシー脳を育てる

メアリアン・ウルフ著/大
田直子訳

インターシフト/

合同出版 (発売)
491.371||Wo 220000828

134
ヒトの目、驚異の進化 : 視覚革命が文明を生んだ (ハ
ヤカワ文庫:NF555)

マーク・チャンギージー
著/石田英敬解説/柴田裕
之訳

早川書房 491.374||Ch 220000614

135
Pythonによる医用画像処理入門 (医療AIとディープ
ラーニングシリーズ)

上杉正人, 平原大助, 齋藤
静司共編

オーム社 492.8||Py 220000631

136

精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときに
まず読む本 : "横綱級"困難ケースにしないための技と
型

小瀬古伸幸著 医学書院 492.993||Ko 220000620



137
ビジュアルパンデミック・マップ : 伝染病の起源・拡
大・根絶の歴史 (National geographic)

サンドラ・ヘンペル著/関
谷冬華訳

日経ナショナル
ジオグラフィッ
ク社/日経BPマー
ケティング (発
売)

493.8||He 220000834

138
ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき図鑑 (イラ
スト授業シリーズ)

千葉喜久枝訳 創元社 498.5||Hi 220000699

139
スポーツする人のためのリカバリーごはん : 疲れを残
さず、強いカラダを作る!

みないきぬこレシピ
女子栄養大学出
版部

498.59||Su 220000366

140 やりすぎの経済学 : 中毒・不摂生と社会政策
ハロルド・ウィンター著/

河越正明訳
大阪大学出版会 498||Wi 220001019

141 歴史を変えた10の薬
トーマス・ヘイガー著/久
保美代子訳

すばる舎リン
ケージ/すばる舎
(発売)

499.02||Ha 220000381

142
世界薬用植物図鑑 : イギリス王立植物園キューガーデ
ン版

モニク・シモンズ, メラ
ニー=ジェイン・ハウズ,

ジェイソン・アーヴィン
グ著/柴田譲治訳

原書房 499.87||Si 220000769

143
23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア : 計算
で物事を理解する予測する

理化学研究所中村特別研
究室編

近代科学社 501.1||Ni 220000314

144 計測工学入門 第3版・補訂版
中村邦雄編著/石垣武夫,

冨井薫共著
森北出版 501.22||Is 220000262

145
入門材料力学 : これならわかる : 図解でやさしい 改訂
新版

有光隆著 技術評論社 501.32||Ar 220000642

146 図説わかる土木構造力学
玉田和也編著/三好崇夫,

高井俊和著
学芸出版社 501.34||Mi 220000310

147 構造解析のための材料力学 舘石和雄著 コロナ社 501.34||Ta 220000683

148
有機・無機材料の相転移ダイナミクス : 数理から未来
のマテリアル開発まで (CSJ Current Review:35)

日本化学会編 化学同人 501.4||Yu 220000302

149 インタフェースデザインの教科書 第2版 井上勝雄著 丸善出版 501.83||In 220000241

150 職人の手 : 16 professional stories 山﨑真由子著 KTC中央出版 502.1||Ya 220000466

151 理系のための知的財産権 服部誠, 黒田薫著 南山堂 507.2||Ha 220000742

152 英語嫌いのエンジニアのための技術英語 坂東大輔著 日刊工業新聞社 507.7||Ba 220000744

153
工学系卒論の書き方 : まちがいだらけの文書から卒業
しよう : 基本はここだ!

別府俊幸, 渡辺賢治共著 コロナ社 507.7||Be 220000685

154 コンクリート構造工学 第5版 戸川一夫 [ほか] 共著 森北出版 511.7||Ko 220000260

155
よくわかるコンクリート構造物のメンテナンス : 長寿
命化のための調査・診断と対策

溝渕利明著 日刊工業新聞社 511.78||Mi 220000746

156 高速ジャンクション&橋梁の鑑賞法 (The new fifties)

首都高速道路株式会社,

阪神高速道路株式会社ほ
か監修

講談社 514.6||Ko 220000570

157
ダム大百科 : 国土を造る巨大構造物を見る・知る・楽
しむ!

萩原雅紀監修 実業之日本社 517.7||Da 220000694

158 ごみ収集という仕事 : 清掃車に乗って考えた地方自治 藤井誠一郎著 コモンズ 518.54||Fu 220000442

159 色彩の手帳 : 建築・都市の色を考える100のヒント 加藤幸枝著 学芸出版社 518.8||Ka 220000307

160 地形で読みとく都市デザイン 岡本哲志著 学芸出版社 518.8||Ok 220000308

161 18歳からはじめる環境法 第2版 (From 18) 大塚直編 法律文化社 519.12||Ju 220000793

162
プラスチック汚染とは何か (岩波ブックレット:No.

1003)
枝廣淳子著 岩波書店 519.4||Ed 220000537

163 里海管理論 : きれいで豊かで賑わいのある持続的な海 柳哲雄編著 農林統計協会 519.81||Sa 220000430

164
英国貴族、領地を野生に戻す : 野生動物の復活と自然
の大遷移

イザベラ・トゥリー著/三
木直子訳

築地書館 519.8333||Tr 220000386

165
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジ
ネスの潮流 (SDGs時代の環境問題最前線)

堅達京子+NHK BS1スペ
シャル取材班著

山と溪谷社 519||Da 220000270

166 点・線・面 隈研吾著 岩波書店 520.4||Ku 220000521

167 江戸の間取り : 百万都市を俯瞰する 安藤優一郎著 彩図社 521.5||An 220000384

168 信長と家臣団の城 (角川選書:633) 中井均著 KADOKAWA 521.823||Na 220000555

169 民家を知る旅 : 日本の民家見どころ案内 彰国社 521.86||Mi 220000690

170 誰かに教えたくなるレトロ建築の話 (潮新書:033) 門井慶喜, 奈良岡聰智著 潮出版社 523.1||Ka 220000621

171
日本の建築家解剖図鑑 : 名建築に込められた建築家た
ちの意図を読み解く

二村悟著 エクスナレッジ 523.1||Ni 220000327

172 古いのに新しい!リノベーション名建築の旅 常松祐介著 講談社 523.1||Ts 220000564

173 建築の東京 五十嵐太郎 [著] みすず書房 523.136||Ig 220000247

174 東京のかわいい看板建築さんぽ 宮下潤也著 エクスナレッジ 523.1361||Mi 220000328

175
一度は行きたい幻想建築 : 世紀末のきらめく装飾世界
(ビジュアルだいわ文庫:030J)

小谷匡宏著 大和書房 523.3||Od 220000709



176

アジール・フロッタンの奇蹟 : ル・コルビュジエの浮
かぶ建築 : Le Corbusier Asile Flottant (Modern

movement)

遠藤秀平, 西尾圭悟編著 建築資料研究社 523.35||En 220000446

177 東京「街角」地質学 西本昌司著
イースト・プレ
ス

524.22||Ni 220000348

178 銭湯空間 今井健太郎著 KADOKAWA 526.67||Im 220000552

179 カフェの空間学 : 世界のデザイン手法 加藤匡毅, Puddle著 学芸出版社 526.67||Ka 220000309

180 建築でめぐる日本の美術館 土肥裕司著 G.B. 526.7||Do 220000487

181 世界10000年の名作住宅 エクスナレッジ 527.02||Se 220000326

182 小さな平屋。 : 自然を感じる、すこやかな暮らし エクスナレッジ 527||Ch 220000329

183 直しながら住む家 小川奈緒著/安彦幸枝写真
パイインターナ
ショナル

527||Og 220000296

184
実用メカニズム事典 : 機械設計の発想力を鍛える機構
101選

岩本太郎著 森北出版 531.3||Ji 220000261

185 機械力学の基礎と演習 第2版 宮坂明宏, 関口和真編著 オーム社 531.3||Ki 220000629

186
トコトンやさしい機械力学の本 (B&Tブックス. 今日か
らモノ知りシリーズ)

三好孝典著 日刊工業新聞社 531.3||Mi 220000745

187
機械設計の知識がやさしくわかる本 : how to master

machining design
西村仁著

日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

531.9||Ni 220000412

188 内燃機関工学入門 齋輝夫著 オーム社 533.4||Sa 220000623

189
「見える」科学 : 科学は、人と企業をつなぐ「懸け
橋」になる。

門口信策著

ダイヤモンド・

ビジネス企画/ダ
イヤモンド社 (発
売)

535.3||Mo 220000706

190 タニタの働き方革命
谷田千里, 株式会社タニ
タ編著

日本経済新聞出
版社

535.3||Ta 220000752

191 トヨタの未来 : 生きるか死ぬか 日本経済新聞社編
日本経済新聞出
版社

537.067||To 220000753

192
How to build a car : 空力とレーシングカー スピードを
追いかける

エイドリアン・ニュー
ウェイ著/水書健司訳

三栄 537.96||Ne 220000339

193

飛行機のテクノロジー : 人気の大型旅客機、戦闘機が
ぞくぞく登場! 増補第2版 (Newtonムック) (ニュートン
別冊)

ニュートンプレ
ス

538.6||Hi 220000659

194 星宙 (ほしぞら) の飛行士
油井亀美也, 林公代, 宇宙
航空研究開発機構著

実務教育出版 538.9||Ho 220000365

195
宇宙から帰ってきた日本人 : 日本人宇宙飛行士全12人
の証言

稲泉連著 文藝春秋 538.9||In 220000615

196 神さまとぼく : 山下俊彦伝 梅沢正邦著 東洋経済新報社 540.67||Um 220000729

197 ディジタル時代の電気電子計測基礎 : 新SI対応 改訂版 松本佳宣著 コロナ社 541.5||Ma 220000681

198 IoTセキュリティ技術入門 松井俊浩著 日刊工業新聞社 547.48||Ma 220000747

199
つながる!基礎技術IoT入門 : コンピュータ・ネット
ワーク・データの基礎から開発まで

渡辺晴美, 今村誠, 久住憲
嗣編著

コロナ社 547.48||Ts 220000682

200 CSS設計完全ガイド : 詳細解説+実践的モジュール集 半田惇志著 技術評論社 547.4833||Ha 220000646

201
HTML+CSS標準入門 : 初心者からちゃんとしたプロに
なる

おのれいこ [ほか] 共著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス
(発売)

547.4833||Ht 220000431

202
いちばんやさしい5Gの教本 : 人気講師が教える新しい
移動通信システムのすべて

藤岡雅宣著 インプレス 547.5||Fu 220000637

203
はじめてのロボット工学 : 製作を通じて学ぶ基礎と応
用 第2版

石黒浩, 浅田稔, 大和信夫
共著

オーム社 548.3||Is 220000627

204
ロボットはもっと賢くなれるか : 哲学・身体性・シス
テム論から学ぶ柔軟なロボット知能の設計

小林祐一著 森北出版 548.3||Ko 220000264

205
わかりやすいロボットシステム入門 : メカニズムから
制御, システムまで 改訂3版

松日楽信人, 大明準治共
著

オーム社 548.3||Ma 220000630

206
ラリルレロボットの未来 : 5分類からみえてくる人間
とのかかわり

斎藤成也, 太田聡史著 勁草書房 548.3||Sa 220000669

207 MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 川田昌克著 森北出版 548.31||Ka 220000263

208 コンピュータ時代の実用制御工学 片柳亮二著 技報堂出版 548.31||Ka 220000315

209
光学薄膜の基礎理論 : フレネル係数,特性マトリクス
増補改訂版

小檜山光信著
オプトロニクス
社

549.8||Ko 220000921

210
トコトンやさしいレーザ加工の本 (B&Tブックス. 今日
からモノ知りシリーズ)

片山聖二著 日刊工業新聞社 549.95||Ka 220000743

211
Make: electronics : 作ってわかる電気と電子回路の基
礎 第2版 (Make: projects)

Charles Platt著/鴨澤眞夫
訳

オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

549||Pl 220000463

212 海事法 第11版 海事法研究会編 海文堂出版 550.92||Ka 220000650

213 海事六法 2020年版 海事六法編纂委員会編 海文堂出版 550.92||Ka||'20 220000651

214 船舶知識のABC 10訂版 池田宗雄著 成山堂書店 550||Ik 220000702



215 海事一般がわかる本 改訂版 山崎祐介著 成山堂書店 550||Ya 220000700

216 マンハッタン計画の科学と歴史
Bruce Cameron Reed著/

今野廣一訳
丸善プラネット/

丸善出版 (発売)
559.7||Re 220000836

217 鉱物資源問題と日本 : 枯渇・環境汚染・利害対立 志賀美英著 九州大学出版会 560.9||Sh 220000379

218 知られざる金属の不思議 (Superサイエンス) 齋藤勝裕著
シーアンドアー
ル研究所

560||Sa 220000444

219 貴金属の知られざる科学 (Superサイエンス) 齋藤勝裕著
シーアンドアー
ル研究所

565.1||Sa 220000445

220 銅のはなし 吉村泰治著 技報堂出版 565.2||Yo 220000316

221 レアメタルの地政学 : 資源ナショナリズムのゆくえ
ギヨーム・ピトロン著/児
玉しおり訳

原書房 565.8||Pi 220000768

222
レアメタルの最新動向 普及版 (CMCテクニカルライブ
ラリー:689. 新材料・新素材シリーズ)

岡部徹, 野瀬勝弘監修
シーエムシー出
版

565.8||Re 220000345

223
産業発展と石切場 : 全国の採石遺構を文化資産へ (戎
光祥近代史論集:2)

高田祐一編 戎光祥出版 569.021||Ta 220000448

224 砂と人類 : いかにして砂が文明を変容させたか
ヴィンス・バイザー著/藤
崎百合訳

草思社 569.8||Be 220000372

225
例題で学ぶ化学プロセスシミュレータ : フリーシミュ
レータCOCO/ChemSepとExcelによる解法

伊東章著/化学工学会編 コロナ社 571.1||It 220000684

226 基礎からわかる化学工学 (物質工学入門シリーズ) 石井宏幸 [ほか] 共著 森北出版 571||Ki 220000259

227
光触媒が一番わかる : 光の吸収による作用でさまざま
な製品を生み出す (しくみ図解:064)

高島舞, 大谷文章著 技術評論社 572.7||Ta 220000640

228 日本を彩る香りの記憶 (阪大リーブル:068) 内野花著 大阪大学出版会 576.6||Uc 220001020

229
トコトンやさしい化粧品の本 第2版 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

福井寛著 日刊工業新聞社 576.7||Fu 220000748

230

持続可能社会をつくるバイオプラスチック : バイオマ
ス材料と生分解性機能の実用化と普及へ向けて (CSJ

Current Review:34)

日本化学会編 化学同人 578.4||Ji 220000301

231

よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき : 最
新技術と環境対策まで基本から学ぶ 第3版 (How-nual

図解入門)

桑嶋幹, 木原伸浩, 工藤保
広著

秀和システム 578.4||Ku 220000375

232

リサイクルバイオテクノロジーの最前線 普及版 (CMC

テクニカルライブラリー:721. 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

579.9||Ri 220000347

233
バイオビルダー : 合成生物学をはじめよう (Make:

projects)

Natalie Kuldell [ほか] 著/

片野晃輔, 西原由実, 濱田
格雄訳

オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

579.93||Ba 220000847

234

微生物を活用した新世代の有用物質生産技術 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:697. バイオテクノロ
ジーシリーズ)

穴澤秀治監修
シーエムシー出
版

579.97||Bi 220000346

235 『女工哀史』を再考する : 失われた女性の声を求めて サンドラ・シャール著
京都大学学術出
版会

586.0921||Sc 220000399

236 食品業界大研究 : 最新 小西慶太著 産学社 588.09||Ko 220000355

237 日本酒の起源 : カビ・麴・酒の系譜 新版 上田誠之助著 八坂書房 588.5||Ue 220000850

238 発酵はおいしい! : イラストで読む世界の発酵食品
ferment books, おのみさ
著

パイインターナ
ショナル

588.51||Ha 220000295

239 ビールの自然誌
ロブ・デサール, イア
ン・タッターソル著/ニキ
リンコ, 三中信宏訳

勁草書房 588.54||De 220000673

240 日本デジタルゲーム産業史 増補改訂版 小山友介著 人文書院 589.77||Ko 220000695

241 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛著 KADOKAWA 595.6||To 220000881

242 英語でガイド!外国人がいちばん食べたい和食90選 片山晶子著 Jリサーチ出版 596.21||Ka 220000447

243 魔法使いたちの料理帳
オーレリア・ボーポミエ
著/田中裕子訳

原書房 596||Be 220000765

244 京大カレー部秘伝のスパイスカレーレシピ 京大カレー部著 河出書房新社 596||Ky 220000653

245 わけあり記者の両親ダブル介護 三浦耕喜著 春陽堂書店 598.4||Mi 220000689

246
事例でわかる!食と農のマーケティング入門 : 商品開発
から販路開拓まで

松田恭子監修 きんざい 611.4||Ji 220000668

247
農畜産物輸出拡大の可能性を探る : 戦略的マーケティ
ングと物流システム

福田晋編著 農林統計出版 611.48||Fu 220000482

248 フードバリューチェーンが変える日本農業 大泉一貫著
日本経済新聞出
版社

611.7||Oi 220000754

249
2030年のフード&アグリテック : 農と食の未来を変え
る世界の先進ビジネス70

野村アグリプランニング
&アドバイザリー株式会
社編/佐藤光泰, 石井佑基
著

同文舘出版 611.7||Sa 220000734

250 逆転の農業 : 技術・農地・人の三重苦を超える 吉田忠則著
日本経済新聞出
版社

611.7||Yo 220000755

251 耕す女 : 持続可能な世界をつくる女性農家の挑戦
NPO法人田舎のヒロイン
ズ著

インプレスR&D 612.1||Ta 220000831



252
図解よくわかるスマート農業 : デジタル化が実現する
儲かる農業

三輪泰史編著/日本総合研
究所研究員著

日刊工業新聞社 614.8||Mi 220000749

253
無肥料栽培を実現する本 : ビギナーからプロまで全て
の食の安全を願う人々へ

岡本よりたか著 マガジンランド 615.71||Ok 220000454

254
無肥料栽培を実現する本 : ビギナーからプロまで食の
安全を願う全ての人々へ 続

岡本よりたか著 マガジンランド 615.71||Ok||2 220000456

255
ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典 第2版
(National geographic)

ジェームズ・ホフマン著/

宇井昭彦 [ほか] 訳

日経ナショナル
ジオグラフィッ
ク社/日経BPマー
ケティング (発
売)

619.89||Ho 220000835

256
グリーン : 楽しむ工夫×いま取り入れたい観葉植物64×

基礎知識 (暮らしの図鑑)
境野隆祐, AYANAS著 翔泳社 627.85||Sa 220000378

257

見たい、知りたい!日本の庭園 : 写真と図解でわかる!

「名園」の見方・楽しみ方 (知的生きかた文庫:[ら2-

9])

ライフサイエンス著 三笠書房 629.21||Mi 220000427

258
素敵に彩る小さな庭づくり : ガーデニングの基本から
DIYまで

E&Gアカデミー監修 西東社 629.75||Su 220000367

259 お蚕さんから糸と綿と 大西暢夫著 アリス館 632.1||On 220000292

260 養蚕と蚕神 : 近代産業に息づく民俗的想像力 沢辺満智子著
慶應義塾大学出
版会

632.1||Sa 220000322

261
蚕糸王国 長野県 : 日本の近代化を支えた養蚕・蚕種・
製糸

新津新生著 川辺書林 632.152||Ni 220000486

262
ライフステージでみる牛の管理 : 栄養・行動・衛生・
疾病

高橋俊彦, 中辻浩喜, 森田
茂監修

緑書房 645.34||Ra 220000476

263 新母豚全書 : 導入から離乳まで 増補改訂版 伊東正吾, 岩村祥吉監修 緑書房 645.5||Sh 220000477

264 イチからはじめる犬と猫の超音波検査 華園究著 緑書房 645.6||Ha 220000480

265 養鶏に新時代が来た : 卵より、鶏が先 重田三喜人企画・編集 一粒書房 646.1||Sh 220001017

266
ジビエ解体・調理の教科書 : 安全に、美味しく食べる
ための

日本ジビエ振興協会監修 グラフィック社 648.22||Ji 220000318

267 獣医学の狩人たち : 20世紀の獣医偉人列伝 2 大竹修著
大阪公立大学共
同出版会

649.021||Ot||2 220000854

268
症例でみる犬と猫の胸部・腹部X線読影 : 異常所見を
見落とさないために

華園究著 緑書房 649.5||Ha 220000849

269 犬と猫の耳鼻咽喉疾患
Richard G.Harvey著/Gert

ter Haar著/嶋田照雅監訳
緑書房 649.6||Ha 220000481

270 獣医麻酔のヒヤリ・ハット事例に学ぶ危機管理
John W. Ludders,

Matthew W. McMillan著/

山下和人訳

緑書房 649.6||Lu 220000479

271 1年目を生き抜く動物病院サバイバルノートおかわり
藤井康一総監修/北見まき
原案・イラスト

学窓社 649||Ic 220000848

272
森林・林業のコロンブスの卵 : 造林学研究室のティー
タイム

上原巌著 理工図書 650.1||Ue 220000432

273
SDGs時代の森林管理の理念と技術 : 森林と人間の共
生の道へ

山田容三著 昭和堂 651.1||Ya 220000398

274
地域林業のすすめ : 林業先進国オーストリアに学ぶ地
域資源活用のしくみ

青木健太郎編著/植木達人
編著

築地書館 652.346||Ao 220001016

275
樹木の葉 : 実物スキャンで見分ける1300種類 増補改
訂 (山溪ハンディ図鑑:14)

林将之著 山と溪谷社 653.2||Ha 220000269

276
植栽による択伐林で日本の森林改善 : 樹冠の働きと量
から考える

梶原幹弘著 築地書館 655||Ka 220000388

277 目からウロコの木のはなし 林知行著 技報堂出版 657||Ha 220000317

278 自分の力で肉を獲る : 10歳から学ぶ狩猟の世界 千松信也著 旬報社 659||Se 220000433

279 これから始める人のための狩猟の教科書 第2版 東雲輝之著 秀和システム 659||Sh 220001015

280 山のクジラを獲りたくて : 単独忍び猟記 武重謙著 山と溪谷社 659||Ta 220000891

281
海をまるごとサイエンス : 水産科学の世界へようこそ
(北水ブックス)

海に魅せられた北大の研
究者たち著

海文堂出版 660.1||Um 220000652

282 新・英和和英水産学用語辞典 日本水産学会編 恒星社厚生閣 660.33||Sh 220000331

283 新・英和和英水産学用語辞典 日本水産学会編 恒星社厚生閣 660.33||Sh 220000331

284
海の食料資源の科学 : 持続可能な発展にむけて (生命
科学と現代社会)

佐藤洋一郎, 石川智士, 黒
倉寿編集

勉誠出版 660.4||Um 220000785

285 水産科学・海洋環境科学実習
北海道大学水産学部練習
船教科書編纂委員会編

海文堂出版 660.7||Su 220000648

286
海洋高校生たちのまちおこし : コンブとサカナで地方
創生

渡邊憲一著 成山堂書店 660.7||Wa 220000701

287
漁業資源管理の法と政策 : 持続可能な漁業に向けた国
際法秩序と日本

児矢野マリ編 信山社 661.1||Ko 220000915

288 現代漁業簿記会計 古塚秀夫, 高田理著 農林統計出版 661.7||Fu 220000483

289 魚はどこに消えた? : 崖っぷち、日本の水産業を救う 片野歩著 ウェッジ 662.1||Ka 220000443



290
二〇〇海里漁業戦争をいかに戦ったか : 30人の証言。
その時に

末永芳美編著 農林統計出版 662.1||Su 220000484

291 海はだれのものか (海とヒトの関係学:3) 秋道智彌, 角南篤編著 西日本出版社 662||Um||3 220000489

292 水産・食品化学実験ノート
落合芳博, 石崎松一郎, 神
保充編

恒星社厚生閣 663.4||Su 220000332

293 漁業科学とレジームシフト : 川崎健の研究史 川崎健 [ほか] 編著 東北大学出版会 663.6||Gy 220000440

294
琵琶湖の漁業 : いま・むかし 第2版 (琵琶湖博物館
ブックレット:4)

山根猛著 サンライズ出版 664.2||Ya 220000470

295 日本人とくじら : 歴史と文化 増補版 (生活文化史選書) 小松正之著 雄山閣 664.9||Ko 220000272

296
増養殖水産生物の集団遺伝学研究 : 生物多様性保護と
つくる漁業の進路

藤野和男著 恒星社厚生閣 666.11||Fu 220000330

297 水産食品の寄生虫・異物検索図鑑 : 部位別でみつかる 横山博ほか著 緑書房 667.036||Su 220000478

298

微細藻類によるエネルギー生産と事業展望 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:675. 地球環境シリー
ズ)

竹山春子監修
シーエムシー出
版

668.5||Bi 220000344

299
大人なら使いたい中国語表現 : メールやビジネスシー
ンで恥をかかないために

林松濤著 三修社 670.92||Ri 220000937

300
電子商取引及び情報財取引等に関する準則と解説 平
成28年版 (別冊NBL:No.118, No.124, No.137, No.158)

中山信弘編 商事法務 670||De||28 220000360

301
図解最新ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわ

かる事典
服部真和監修 三修社 670||Zu 220000687

302
図解最新ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわ
かる事典

服部真和監修 三修社 670||Zu 220000687

303 電子商取引法
松本恒雄, 齋藤雅弘, 町村
泰貴編

勁草書房 671.2||De 220000671

304 逐条解説・不正競争防止法 第2版 (逐条解説シリーズ)
経済産業省知的財産政策
室編

商事法務 671.3||Ch 220000358

305
製造も広告担当も知っておきたい景品表示法対応ガイ
ドブック

植村幸也著 第一法規 671||Ue 220000705

306
ブランディングのためのカスタムフォントとタイポグ
ラフィ

大曲都市, 尾原美保訳
パイインターナ
ショナル

674.3||Bu 220000297

307
デザインのつかまえ方 : ロゴデザイン40事例に学ぶア
イデアとセオリー

小野圭介著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス(発
売)

674.3||On 220000830

308 僕たちの広告時代 間宮武美著 宣伝会議 674.4||Ma 220000473

309 広告ビジネスに関わる人のメディアガイド 2020
博報堂DYメディアパート
ナーズ編

宣伝会議 674.6||Ko||2020 220000472

310 最も伝わる言葉を選び抜くコピーライターの思考法 中村禎著 宣伝会議 674||Na 220000471

311
ブランド・コミュニティ : 同一化が結びつきを強化す
る

羽藤雅彦著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

675||Ha 220000737

312
ラグジュアリーと非ラグジュアリーの店舗立地戦略 :

理想の自分,現実の自分とブランドの関係
熊谷健著 文眞堂 675||Ku 220000423

313 デジタル時代のマーケティング・エクササイズ 酒井光雄著 プレジデント社 675||Sa 220000425

314 解約新書 : マーケッターに捧げる解約の真実と処方箋 佐野敏哉著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ/幻冬舎 (発売)

675||Sa 220000686

315
Googleアナリティクスプロフェッショナル : 分析・施
策のアイデアを生む最強リファレンス

山浦直宏著 技術評論社 675||Ya 220000647

316 商品先物取引法 新版 河内隆史, 尾崎安央著 商事法務 676.4||Ka 220000359

317 コモディティハンドブック 第2版 石油・ゴム編 日本商品先物取引協会著
金融財政事情研
究会/きんざい
(発売)

676.4||Ko 220000667

318 国益ゲーム : 日米貿易協定の表と裏 緒方林太郎著 ぱる出版 678.3||Og 220000417

319 貿易実務の基本と三国間貿易完全解説 第2版 中矢一虎著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

678.4||Na 220000741

320
図解よくわかるこれからの貿易 : なるほど!これでわ
かった 最新版 (Do books)

高橋靖治著 同文舘出版 678.4||Ta 220000735

321
コンテナ物語 : 世界を変えたのは「箱」の発明だった
増補改訂版

マルク・レビンソン著/村
井章子訳

日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

681.6||Le 220000413

322 メコン物流事情 : 地図とデータで読み解く 石田正美, 梅﨑創編著 文眞堂 682.23||Me 220000422

323 モーダルシフトと内航海運
森隆行編/松尾俊彦 [ほか]

著
海文堂出版 683.2||Mo 220000649



324 横浜開港場と内湾社会 (山川歴史モノグラフ:37) 中尾俊介著 山川出版社 683.92137||Na 220000266

325
物流業界立て直しバイブル : なぜ日本の物流は疲弊し
ているのか?

岡卓也著 東洋経済新報社 685.6||Ok 220000732

326
ストーリーで理解する日本一わかりやすい
MaaS&CASE

中村尚樹著 プレジデント社 685||Na 220000426

327
電鉄は聖地をめざす : 都市と鉄道の日本近代史 (講談
社選書メチエ:701)

鈴木勇一郎著 講談社 686.21||Su 220000567

328
観光客を運ぶ交通機関 : 観光にかかわる乗りものを知
ろう (観光を考える:4)

小林寛則著 ミネルヴァ書房 689||Ko 220000257

329 現代観光のダイナミズム 第2版 米浪信男著 同文舘出版 689||Ko 220000733

330 新現代観光総論 第3版 前田勇編著 学文社 689||Ma 220000312

331 入門観光学
竹内正人, 竹内利江, 山田
浩之編著

ミネルヴァ書房 689||Ny 220000249

332
サステナブルツーリズム : 地球の持続可能性の視点か
ら

藤稿亜矢子著 晃洋書房 689||To 220000912

333 知ってる?郵便のおもしろい歴史 (ちしきのもり) 郵政博物館編著 少年写真新聞社 693.21||Sh 220000467

334 絵はがきの時代 増補新版 細馬宏通著 青土社 693.8||Ho 220000370


