
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 感じる認知科学 (「認知科学のススメ」シリーズ:6)
横澤一彦著/内村直之ファ
シリテータ

新曜社 007.1||Ni||6 221000364

2
絵と図でわかるAIと社会 : 未来をひらく技術とのかか
わり方

江間有沙著 技術評論社 007.13||Em 221000241

3
この1冊で合格!ディープラーニングG (ジェネラリス
ト) 検定集中テキスト&問題集

ノマド・ワークス著 ナツメ社 007.13||Ko 221000332

4
ITパスポートパーフェクトラーニング過去問題集 令和
03年<下半期>

五十嵐聡著 技術評論社 007.6||Ig||3 221000337

5
情報処理安全確保支援士パーフェクトラーニング過去
問題集 令和03年<秋期>

エディフィストラーニン
グ株式会社著

技術評論社 007.6||Jo 221000333

6
かんたん合格基本情報技術者過去問題集 令和3年度下
期

ノマド・ワークス著 インプレス 007.6||Ka 221000343

7
文学と言語コーパスのマイニング (テキストアナリ
ティクス:7)

金明哲, 中村靖子編著/上
阪彩香 [ほか] 著

岩波書店 007.6||Ki 221000351

8
Access 2019/2016/2013&microsoft 365対応基本&活用
マスターブック (できるポケット)

広野忠敏&できるシリー
ズ編集部著

インプレス 007.609||Ac 221000341

9
教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入
門)

北川源四郎, 竹村彰通編/

内田誠一 [ほか] 著
講談社 007.609||Ky 221000357

10 データベースの基礎 : MariaDB/MySQL対応 改訂版 永田武著 コロナ社 007.609||Na 221000331

11 はじめてのAIリテラシー : 基礎テキスト 岡嶋裕史, 吉田雅裕共著 技術評論社 007.609||Ok 221000334

12 できるイラストで学ぶ入社1年目からのExcel関数
尾崎裕子, できるシリー
ズ編集部著

インプレス 007.63||De 221000345

13 Excel関数最強時短仕事術 (IT×仕事術) 守屋恵一著 技術評論社 007.63||Mo 221000339

14
PowerPointパワーポイントプロ技bestセレクション
(今すぐ使えるかんたんEx)

技術評論社編集部, 稲村
暢子著

技術評論社 007.63||Po 221000240

15

エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい : 「他人
の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常
識

四禮静子著 技術評論社 007.63||Sh 221000596

16 動画×会話でゼロからはじめるPython入門 赤司達彦著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ak 221000344

17 C#ミックスドプログラミング 北山洋幸著 カットシステム 007.64||Ki 221000246

18 JavaScript : プロフェッショナルWebプログラミング 柳井政和著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス
(発売)

007.64||Ya 221000244

19
Illustrator基礎入門 : 初心者からちゃんとしたプロにな
る

尾花暁 [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)

007.642||Il 221000247

20
大学院活用術 : 理工系修士で飛躍するための60のアド
バイス

面谷信著
東京電機大学出
版局

407||Om 221000590

21 大学1年生もバッチリ分かる線形代数入門 小倉且也著 プレアデス出版 411.3||Og 221000249

22
加群からはじめる代数学入門 : 線形代数学から抽象代
数学へ

有木進著 日本評論社 411.6||Ar 221000352

23
複素シンプレクティック代数多様体 : 特異点とその変
形 (ライブラリ数理科学のための数学とその展開:AL3)

並河良典著 サイエンス社 411.8||Na 221000354

24 日本一わかりやすいABC予想 小山信也著/長原佑愛挿絵
ビジネス教育出
版社

412||Ko 221000353

25 理工系のための関数論 上江洌達也, 吉岡英生著 共立出版 413.5||Ue 221000356

26
解析学図鑑 : 微分・積分から微分方程式・数値解析ま
で

蔵本貴文著 オーム社 413||Ku 221000358

27

平面幾何の基礎 : ユークリッド幾何と非ユークリッド
幾何 (ライブラリ数理科学のための数学とその展開:F

別巻1)

森脇淳著 サイエンス社 414.12||Mo 221000252

28
文系のためのめっちゃやさしい確率 (東京大学の先生
伝授)

倉田博史監修
ニュートンプレ
ス

417.1||Bu 221000350

29
統計 (東京大学の先生伝授. 文系のためのめっちゃやさ
しい)

倉田博史監修
ニュートンプレ
ス

417||Ku 221000250

30 統計学 (サクッとわかるビジネス教養) 今野紀雄監修 新星出版社 417||To 221000588

31
スバラシク実力がつくと評判の演習数値解析キャンパ
ス・ゼミ

馬場敬之著 マセマ出版社 418.1||Ba 221000355

32 Pythonによる数値計算法の基礎 橋本修, 毛塚敦共著 森北出版 418.1||Ha 221000242

学生用理工系図書新着リスト(7月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

33 基礎物理学実験 2021

明治大学理工学部基礎物
理学実験テキスト編集委
員会編

学術図書出版社 420.75||Ki||'21 221000429

34 基礎物理学実験 2021
大阪大学物理教育研究会
編

学術図書出版社 420.75||Ki||'21 221000438

35 入試問題で味わう東大物理 三澤信也著 オーム社 420||Mi 221000263

36

スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャンパス・
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4

馬場敬之著 マセマ出版社 421.3||Ba 221000257

37 圏論的量子力学入門
ボブ・クック, アレク
ス・キッシンジャー [著]/

川辺治之訳

森北出版 421.3||Co 221000260

38 現代量子力学入門 井田大輔著 朝倉書店 421.3||Id 221000254

39 量子力学 : 工学へのアプローチ 山本貴博著 裳華房 421.3||Ya 221000264

40 統計力学入門 : 愚問からのアプローチ 新装版 高橋康著 講談社 421.4||Ta 221000259

41 マンガでわかる物理数学
馬場彩著/河村万理作画/

オフィスsawa制作
オーム社 421.5||Ba 221000434

42 粘性流体力学 (航空宇宙工学テキストシリーズ)

日本航空宇宙学会編/鈴木
宏二郎, 安倍賢一, 亀田正
治著

丸善出版 423.83||Su 221000289

43 工科系の物理学基礎 : 質点・剛体・連続体の力学 佐々木一夫 [ほか] 著 共立出版 423||Ko 221000431

44
振動・波動・光講義ノート (ライブラリ理学・工学系

物理学講義ノート:3)
引原隆士, 中西俊博共著 サイエンス社 424||Hi 221000262

45 相平衡の熱力学 : 熱力学体系の理解のために 梶原正憲著 コロナ社 426.5||Ka 221000253

46
熱力学の基本構造 第2版 (熱力学の基礎:1. Principles

of thermodynamics)
東京大学出版会 426.5||Sh||1 221000433

47
スバラシク実力がつくと評判の演習熱力学キャンパ
ス・ゼミ 改訂2

高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 426.5||Ta 221000258

48

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

馬場敬之著 マセマ出版社 427||Ba 221000436

49
プログレッシブ電磁気学 : マクスウェル方程式からの
展開

水田智史著 共立出版 427||Mi 221000435

50
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

高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 427||Ta 221000437

51 シュウモン固体における拡散
Paul Shewmon著, 藤川辰
一郎訳

丸善 428.4||Sh 221000261

52
ニホニウム : 超重元素・超重核の物理 (基本法則から
読み解く物理学最前線:24)

小浦寛之著 共立出版 429.5||Ko 221000256

53
文系のためのめっちゃやさしい超ひも理論 (東京大学
の先生伝授)

松尾泰監修
ニュートンプレ
ス

429.6||Bu 221000430

54 化学が好きになる数の物語100話
ジョエル・レビー著/佐藤
聡訳

ニュートンプレ
ス

430.4||Le 221000307

55 Pythonで気軽に化学・化学工学 化学工学会編/金子弘昌著 丸善出版 430.7||Ka 221000301

56

学びなおし中学・高校化学 : 中学から高校までの化学
がとことんよくわかる! 改訂第2版 (ニュートン別冊)

(Newtonムック)

ニュートンプレ
ス

430||Ma 221000441

57 理工系のための一般化学
柴田高範編著/石原浩二

[ほか] 著
東京化学同人 430||Ri 221000305

58 スミス基礎化学
Janice Gorzynski Smith著
/村田滋訳

東京化学同人 430||Sm 221000306

59
身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみ
た : how do you enjoy chemical formulas?

山口悟著 ベレ出版 430||Ya 221000309

60
元素から見た化学と人類の歴史 : 周期表の物語 : ビ
ジュアル版

アン・ルーニー著/八木元
央訳

原書房 431.11||Ro 221000444

61
フレッシュマンのための化学結合論 第2版 (Chemistry

primer series:4)

Mark J.Winter著/西本吉
助, 岩崎光伸訳

化学同人 431.12||Wi 221000442

62 化学系学生にわかりやすい平衡論・速度論
酒井健一, 酒井秀樹, 湯浅
真共著

コロナ社 431.32||Sa 221000304

63
よくわかる最新高分子化学の基本と仕組み : 現代社会
に不可欠な高分子を知る (How-nual図解入門)

齋藤勝裕著 秀和システム 431.9||Sa 221000303

64 物理化学要論 第7版
Peter Atkins, Julio de

Paula [著]/千原秀昭, 稲葉
章, 鈴木晴訳

東京化学同人 431||At 221000443

65
時間分解赤外分光 : 光化学反応の瞬間を診る (化学の
要点シリーズ:39)

恩田健著/日本化学会編 共立出版 433.57||On 221000302

66
バイオイメージング (分析化学実技シリーズ:機器分析
編:18)

小澤岳昌著/日本分析化学
会編

共立出版 433||Bu||18 221000439

67
赤外・ラマン分光分析 (分析化学実技シリーズ:機器分
析編:2)

長谷川健, 尾崎幸洋著/日
本分析化学会編

共立出版 433||Bu||2 221000440
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68 有機化学の理論 : 学生の質問に答えるノート 第5版 山口達明著 三共出版 437.01||Ya 221000308

69
小さなことにあくせくしなくなる天文学講座 : 生き方
が変わる壮大な宇宙の話

谷口義明著
PHPエディター
ズ・グループ

440.4||Ta 221000448

70
アインシュタインの影 : ブラックホール撮影成功まで
の記録

セス・フレッチャー著/沢
田博訳

三省堂 443.5||Fl 221000449

71 教養の近代測地学 : メフィストのマントをひろげて 石原あえか著 法政大学出版局 448.9||Is 221000452

72
統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方
: オープンデータ+QGIS 改訂新版

朝日孝輔 [ほか] 著 技術評論社 448.9||To 221000451

73
クリギング入門 : 空間データ推定の確率論的アプロー
チ

阪田義隆著 コロナ社 450.19||Sa 221000251

74 はじめて学ぶ大学教養地学
杉本憲彦, 杵島正洋, 松本
直記著

慶應義塾大学出
版会

450||Su 221000457

75
地球が燃えている : 気候崩壊から人類を救うグリー
ン・ニューディールの提言

ナオミ・クライン著/中野
真紀子, 関房江訳

大月書店 451.85||Kl 221000458

76
ビジュアル都道府県別日本の地理と気候 中四国・九
州・沖縄編

浅井建爾著 ゆまに書房 451.91||As 221000454

77
なぞとき深海1万メートル : 暗黒の「超深海」で起
こっていること

蒲生俊敬, 窪川かおる著 講談社 452||Ga 221000455

78 歴史のなかの地震・噴火 : 過去がしめす未来 加納靖之 [ほか] 著 東京大学出版会 453.21||Re 221000453

79 日本列島の「でこぼこ」風景を読む 鈴木毅彦著 ベレ出版 454.91||Su 221000456

80 エッセンシャル遺伝学・ゲノム科学
ダニエル・L・ハートル
[著]

化学同人 467||Ha 221000462

81 未来のルーシー : 人間は動物にも植物にもなれる 中沢新一, 山極寿一著 青土社 469.04||Na 221000459

82 まちの植物のせかい : そんなふうに生きていたのね 鈴木純文・写真 雷鳥社 470.7||Su 221000464

83 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾一樹著 大和書房 470||Se 221000463

84
図解よくわかる植物細胞工学 : タンパク質操作で広が
るバイオテクノロジー

富永基樹著 日刊工業新聞社 471.1||To 221000470

85 かぐわしき植物たちの秘密 : 香りとヒトの科学 田中修, 丹治邦和著 山と溪谷社 471.3||Ta 221000471

86 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一, 瀬戸口浩彰著 創元社 472.1||Na 221000469

87 ベジタリアン哲学者の動物倫理入門 浅野幸治著 ナカニシヤ出版 480.9||As 221000475

88 誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 岡部聡著 文藝春秋 480||Ok 221000477

89
カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 (SBビ
ジュアル新書:0015)

川崎悟司著
SBクリエイティ
ブ

481.1||Ka 221000479

90
先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! (「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 221000472

91
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イ
ルカは温厚って本当か?

松原始著 山と溪谷社 481.78||Ma 221000478

92
野外毒本 : 被害実例から知る日本の危険生物 (ヤマケ
イ文庫)

羽根田治著 山と溪谷社 481.9||Ha 221000476

93 ウナギが故郷に帰るとき
パトリック・スヴェンソ
ン著/大沢章子訳

新潮社 487.66||Sv 221000474

94
日本のカエル48偏愛図鑑 : 東大生・さこの君のフィー
ルドノート

迫野貴大著 河出書房新社 487.85||Sa 221000481

95
電柱鳥類学 : スズメはどこに止まってる? (岩波科学ラ
イブラリー:298)

三上修著 岩波書店 488.1||Mi 221000482

96 鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 川上和人著 新潮社 488||Ka 221000473

97 はじめての精神科 : 援助者必携 第3版 春日武彦著 医学書院 493.7||Ka 221000266

98 認知症がわかる本 東晋二著
メディカル・サ
イエンス・イン
ターナショナル

493.758||Hi 221000267

99 認知能力と学習 (ふたご研究シリーズ:第1巻) 敷島千鶴, 平石界編 創元社 493.96||Fu||1 221000375

100 養老先生、病院へ行く 養老孟司, 中川恵一著 エクスナレッジ 498.04||Yo 221000480

101
忙しい人のための公衆衛生 : 「なぜ?」から学ぶ保
健・福祉・健康・感染対策

平井康仁著 羊土社 498||Hi 221000277

102
トコトンやさしいセンサの本 第2版 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

山崎弘郎著 日刊工業新聞社 501.22||Ya 221000269

103
機械学習による音声認識 (音響テクノロジーシリー
ズ:24)

久保陽太郎著 コロナ社 501.24||On||24 221000274

104
現場で使える「力学の教科書」 : 機械+材料+流体+熱
力学のしくみ

堀田源治 [ほか] 著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

501.3||Ge 221000294

105 図解でわかるはじめての材料力学 改訂新版 有光隆著 技術評論社 501.32||Ar 221000292

106 材料力学 : 構造強度設計の基礎 岡田哲男 [ほか] 著 朝倉書店 501.32||Za 221000295

107
トコトンやさしい金属材料の本 (B&Tブックス. 今日か
らモノ知りシリーズ)

吉村泰治著 日刊工業新聞社 501.41||Yo 221000489

108 知財判例コレクション 愛知靖之 [ほか] 著 有斐閣 507.2||Ch 221000597



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

109
これではまずい!インフラの維持・補修 : 実例を基にし
たQ&Aと図解で正しい知識を学ぶ

日経コンストラクション
編

日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

510.9||Ko 221000286

110 絵ときコンクリート 改訂3版 浅賀榮三 [ほか] 著 オーム社 511.7||Et 221000280

111 絵とき鉄筋コンクリートの設計 改訂3版 伊藤実 [ほか] 共著 オーム社 511.7||Et 221000281

112 入門鉄筋コンクリート工学 第4版
國府勝郎編著/伊藤義也,

上野敦著
技報堂出版 511.7||It 221000282

113 鉄筋コンクリート工学 改訂3版 (大学土木)
町田篤彦編/町田篤彦 [ほ
か] 共著

オーム社 511.7||Te 221000279

114 トンネル (土木設計の要点) 鹿島建設土木設計本部編 鹿島出版会 514.9||To 221000298

115 ここが聞きたい!耐震設計の基本 : Q&A40 運上茂樹著 建設図書 515.1||Un 221000299

116
橋梁補修の解説と積算 : 写真でみる橋梁補修工事の施
工手順 改訂2版

建設物価調査会 515.8||Ky 221000300

117 海岸工学 : よくわかる海岸と港湾
柴山知也編著/高木泰士
[ほか] 共著

森北出版 517.8||Ka 221000284

118 地図とデータで見る水の世界ハンドブック

ダヴィド・ブランション
著/オーレリー・ボワシ
エール地図製作/吉田春美
訳

原書房 517||Bl 221000285

119 河川工学 改訂2版 (大学土木)
玉井信行編/浅枝隆 [ほか]

共著
オーム社 517||Ka 221000283

120 図説やさしい構造力学 改訂版 浅野清昭著 学芸出版社 524.1||As 221000296

121 コンクリート構造 : 知の体系化への挑戦 水田真紀 [ほか] 筆 建設図書 524.7||Ko 221000278

122
建築構造 最新改訂版 (建築知識. 世界で一番やさしい :

110のキーワードで学ぶ:02)
江尻憲泰著 エクスナレッジ 524||Ej 221000297

123
徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたく
なった50のこと

ちきりん著 ダイヤモンド社 527||Ch 221000272

124
猫と住まいの解剖図鑑 : 猫も人も幸せになる暮らしが
わかる

いしまるあきこ著 エクスナレッジ 527||Is 221000271

125 図解もの創りのためのやさしい機械工学 改訂第3版 門田和雄著 技術評論社 530||Ka 221000293

126 航空力学の基礎 第3版 牧野光雄著 産業図書 538.1||Ma 221000288

127
ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 : 密着取材・地
球帰還までの2195日

NHK小惑星リュウグウ着
陸取材班著

講談社 538.9||Do 221000291

128 元JAXA研究員も驚いた!ヤバい宇宙図鑑 谷岡憲隆著 青春出版社 538.9||Ta 221000290

129

音声音響信号処理の基礎と実践 : フィルタ,ノイズ除
去,音響エフェクトの原理 (次世代信号情報処理シリー
ズ:2)

川村新著 コロナ社 547.1||Ka 221000273

130 ストーリーで学ぶネットワークの基本 左門至峰著 インプレス 547.483||Sa 221000248

131 やさしいPHP入門 日向俊二著 カットシステム 547.4833||Hy 221000342

132

この一冊で全部わかるWeb制作と運用の基本 (イラス
ト図解式 : わかりやすさにこだわった) (Informatics &

IDEA)

小出修平 [ほか] 著
SBクリエイティ
ブ

547.4833||Ko 221000340

133 クラウドネイティブセキュリティ入門 澤橋松王 [ほか] 著
シーアンドアー
ル研究所

547.4833||Ku 221000335

134
ほんの一手間で劇的に変わるHTML&CSSとWebデザ
イン実践講座

Mana著
SBクリエイティ
ブ

547.4833||Ma 221000243

135 Instagram完全マニュアル : ビジネスにも役立つ! 八木重和著 秀和システム 547.4833||Ya 221000330

136
オンラインコミュニケーション講座 : 授業・セミ
ナー・会議の効果を上げる

山崎紅著
日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

547.4833||Ya 221000347

137 ゼロからはじめるiCloud基本&便利技 リンクアップ著 技術評論社 547.4833||Ze 221000245

138
現場で役立つ電源回路の基本と仕組み 第2版 (How-

nual図解入門. Shuwasystem visual text book)
清水暁生 [ほか] 著 秀和システム 549.3||Ge 221000276

139

よ～くわかる最新電子回路の基本としくみ : 回路の基
礎からシミュレーションまで! 第2版 (How-nual図解入
門)

石川洋平, 野口卓朗著 秀和システム 549.3||Is 221000275

140 はかる×わかる半導体 改訂版 入門編
浅田邦博, パワーデバイ
ス・イネーブリング協会
監修

日経BPコンサル
ティング/日経BP

マーケティング
(発売)

549.8||Ha 221000270

141
次世代パワー半導体デバイス・実装技術の基礎 : Siか
ら新材料への新展開 (設計技術シリーズ)

田中保宣監修 科学情報出版 549.8||Ji 221000287

142

よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み : シリ
コンが半導体になる製造工程を俯瞰 第4版 (How-nual

図解入門)

佐藤淳一著 秀和システム 549.8||Sa 221000268

143 船体関係図面の理解と利用 浅木健司著 海文堂出版 551.5||As 221000491

144
天文航法のABC : 天測の基本から観測・計算・測位の
実際まで

廣野康平著 成山堂書店 557.34||Hi 221000490



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

145
たたら製鉄の技術論 : 日本古来の鉄作りが現代によみ
がえる

永田和宏著
アグネ技術セン
ター

564||Na 221000484

146
チューブフォーミング : 軽量化と高機能化の管材二次
加工 (新塑性加工技術シリーズ:13)

日本塑性加工学会編 コロナ社 566.208||Sh||13 221000487

147
板材のプレス成形 : 曲げ・絞りの基礎と応用 (新塑性
加工技術シリーズ:14)

日本塑性加工学会編 コロナ社 566.208||Sh||14 221000485

148
プロセス・トライボロジー : 塑性加工の摩擦・潤滑・
摩耗のすべて (新塑性加工技術シリーズ:3)

日本塑性加工学会編 コロナ社 566.208||Sh||3 221000486

149
よくわかる最新めっきの基本と仕組み : 防食・装飾・
電導、現場の技術がわかる 第3版 (How-nual図解入門)

土井正著 秀和システム 566.78||Do 221000488

150 分離工学 (新体系化学工学)
加藤滋雄, 谷垣昌敬, 新田
友茂共著

オーム社 571.4||Ka 221000483

151 基礎化学工学 増補版 化学工学会編 培風館 571||Ki 221000496

152
抗菌・抗ウイルス剤の最新動向 (ファインケミカルシ
リーズ)

シーエムシー出
版

574||Ko 221000497

153
トコトンやさしいゴム材料の本 (B&Tブックス. 今日か
らモノ知りシリーズ)

伊藤眞義著 日刊工業新聞社 578.2||It 221000495

154
バイオプラスチック技術の最新動向 普及版 (CMCテク
ニカルライブラリー:759. ファインケミカルシリーズ)

シーエムシー出
版

578.4||Ba 221000492

155
バイオプラの教科書 : 脱炭素時代のグリーン材料 : 世
界が認める技術者から本物のバイオプラを学ぶ

小松道男著
日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

578.4||Ko 221000494

156 ゼロからの最速理解プラスチック材料化学 佐々木健夫著 コロナ社 578.4||Sa 221000493

157 フルート製造の変遷 : 楽器産業の製品戦略 赤松裕二著
大阪公立大学共
同出版会

582.7||Ak 221000498

158 もう一つの衣服、ホームウエア : 家で着るアパレル史 武田尚子 [著] みすず書房 589.2||Ta 221000499

159 タバコ産業の政治経済学 : 世界的展開と中国の現状 丸川知雄 [ほか] 著 昭和堂 589.8||Ta 221000500

160 衣服材料学実験 (生活科学テキストシリーズ)
松梨久仁子, 平井郁子編
著/雨宮敏子[ほか]著

朝倉書店 593.4||If 221000503

161 衣服材料学 (生活科学テキストシリーズ)
平井郁子, 松梨久仁子編
著/雨宮敏子 [ほか] 著

朝倉書店 593.4||If 221000504

162 被服管理学 (生活科学テキストシリーズ) 増子富美 [ほか] 著 朝倉書店 593.5||Hi 221000501

163 衣生活学 (生活科学テキストシリーズ)
佐々井啓, 大塚美智子編
著/米今由希子 [ほか] 著

朝倉書店 593||Is 221000502

164 ブルガリア刺繡 : 母から娘へ。赤い糸が伝える物語 山美イレン著 誠文堂新光社 594.2||Ya 221000506

165
はじめてのレース編み基礎からよくわかるカンタン!

タティングレース
北尾惠美子[著]

アップルミンツ/

日本ヴォーグ社
(発売)

594.3||Ki 221000507

166 季節の布花標本 : 型紙から作る標本とブローチ utopiano著 グラフィック社 594.8||Ut 221000508

167 みんなの寿司ワールド : 知って楽しいキャラ図鑑
小川洋利著/いとうみつる
絵

実務教育出版 596.21||Og 221000577

168 調理を学ぶ 第3版
長尾慶子編著/近堂知子
[ほか著]

八千代出版 596||Ch 221000509

169 四則算と度量衡とSIと : 単位の名前は科学者のかたみ 白石裕著
アグネ技術セン
ター

609||Sh 221000511

170 単位と法則 (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

609||Ta 221000255

171
単位は進化する : 究極の精度をめざして (DOJIN選
書:78)

安田正美著 化学同人 609||Ya 221000512

172 飽食と崩食の社会学 : 豊かな社会に迫る農と食の危機 橋本直樹著 筑波書房 611.3||Ha 221000513

173
食物倫理 (フード・エシックス) 入門 : 食べることの倫
理学

ロナルド・L.サンドラー
[著]/馬渕浩二訳

ナカニシヤ出版 611.3||Sa 221000514

174 捨てられる食べものたち : 食品ロス問題がわかる本
井出留美著/matsu(マツモ
トナオコ)絵

旬報社 611.32||Id 221000515

175 アグリ・アート : 感動を与える農業ビジネス
境新一編著/齋藤保男 [ほ
か] 著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

611.7||Ag 221000516

176
有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から
(岩波ブックレット:No. 1044)

香坂玲, 石井圭一著 岩波書店 612.3||Ko 221000518

177 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック

ジャン=ポール・シャル
ヴェ著/太田佐絵子訳/ク
レール・ルヴァスール地
図製作

原書房 612.9||Ch 221000517



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

178 甘いバナナの苦い現実
石井正子編著/アリッサ・
パレデス[ほか著]

コモンズ 625.81||Am 221000519

179 京都発・庭の歴史 今江秀史著 世界思想社 629.2162||Im 221000520

180 森林学の百科事典 日本森林学会編 丸善出版 650.36||Sh 221000521

181
森のつくられかた : 移りゆく人間と自然のハイブリッ
ド (森林科学シリーズ:2)

生方史数編 共立出版 650.8||Sh||2 221000522

182 フォレスト・プロダクツ (森林科学シリーズ:4) 高田克彦, 林知行編 共立出版 650.8||Sh||4 221000523

183 森林と地球環境変動 (森林科学シリーズ:6) 三枝信子, 柴田英昭編 共立出版 650.8||Sh||6 221000524

184 絶望の林業 田中淳夫著 新泉社 652.1||Ta 221000525

185
けものが街にやってくる : 人口減少社会と野生動物が
もたらす災害リスク

羽澄俊裕著 地人書館 654.8||Ha 221000526

186
わさびの日本史 : 鮨・蕎麦・刺身・・・・・・和食と
の出会いを探る

山根京子著 文一総合出版 657.86||Ya 221000527

187 水産エコラベルガイドブック 大日本水産会編 成山堂書店 661||Su 221000528

188 魚の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ:15) 高橋正征著 成山堂書店 662.1||Ta 221000529

189
英語で言いたい日本語の慣用表現 : 読んで楽しい引い
て役立つ

柴田真一, 鶴田知佳子著 アルク 670.93||Sh 221000539

190
広告会社からビジネスデザイン・カンパニーへ : イノ
ベーションを生み出す事業開発パートナーへの転換

湯淺正敏著 ミネルヴァ書房 674.4||Yu 221000544

191 売れる配色 : 目を引く商品パッケージの作り方 グラフィック社編 グラフィック社 675.18||Ur 221000538

192 デザインリサーチの教科書 木浦幹雄著
ビー・エヌ・エ

ヌ新社
675.3||Ki 221000530

193

デザイン、アート、イノベーション : 経営学から見た
デザイン思考、デザイン・ドリブン・イノベーショ
ン、アート思考、デザイン態度

森永泰史著 同文舘出版 675.3||Mo 221000531

194 アート思考のものづくり 延岡健太郎著

日経BP日本経済
新聞出版本部/日
経BPマーケティ
ング(発売)

675.3||No 221000555

195 物流改革大全 : 改善を進めるための実践ノウハウ
船井総研ロジ株式会社ロ
ジスティクスコンサル
ティング部編

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング(発
売)

675.4||Bu 221000532

196 マーケティング機能の再構築 青嶋稔著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

675||Ao 221000533

197
ゼロからわかるビジネスInstagram : 結果につながる
SNS時代のマーケティング戦略

朝山高至著
SBクリエイティ
ブ

675||As 221000349

198

ブランド・インキュベーション戦略 : 第三の力を活か
したブランド価値協創 : ブランドは,こうして生まれ
育っていた

和田充夫 [ほか] 著 有斐閣 675||Bu 221000534

199 1からのマーケティング 第4版
石井淳蔵, 廣田章光, 清水
信年編著

碩学舎/中央経済
グループパブ
リッシング (発
売)

675||Ic 221000535

200
eクチコミと消費者行動 : 情報取得・製品評価プロセ
スにおけるeクチコミの多様な影響

菊盛真衣著 千倉書房 675||Ki 221000536

201
ケースで学ぶ価値共創マーケティングの展開 : 新たな
ビジネス領域への挑戦

村松潤一編著/藤岡芳郎編
著/今村一真編著

同文舘出版 675||Mu 221000543

202
オノマトペ・マーケティング : もふもふからはじめる
市場調査・商品開発・販促支援

坂本真樹著 オーム社 675||Sa 221000542

203
ブランディングの科学 : 誰も知らないマーケティング
の法則11

バイロン・シャープ著/前
平謙二訳

朝日新聞出版 675||Sh||1 221000541

204
エビデンスに基づいたブランド成長の新法則 (ブラン
ディングの科学:新市場開拓篇)

バイロン・シャープ,

ジェニー・ロマニウク著/

前平謙二訳

朝日新聞出版 675||Sh||2 221000540

205
欲望の錬金術 : 伝説の広告人が明かす不合理のマーケ
ティング

ローリー・サザーランド
著/金井真弓訳

東洋経済新報社 675||Su 221000553

206
利益を最大化する価格決定戦略 : 長期的に利益を上げ
続けるための価格マネジメント戦略

上田隆穂著 明日香出版社 675||Ue 221000554

207

アクティブ・ラーニングのためのマーケティング・
ショートケース : ビジネススクール流思考力トレーニ
ング

余田拓郎, 田嶋規雄, 川北
眞紀子著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

675||Yo 221000537

208 交通インフラの運営と地域政策 西藤真一著 成山堂書店 681.4||Sa 221000551

209
海から読み解く日本古代史 : 太平洋の海上交通 (朝日
選書:1000)

近江俊秀著 朝日新聞出版 683.21||Om 221000550



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

210 高齢者のモビリティ : 運転可否判断から移動支援まで

デイビット・W・エビー,

リサ・J・モルナー, ポー
ラ・S・カートジ著/堀川
悦夫, 峯とも子編訳

京都大学学術出
版会

685||Eb 221000552

211
高齢社会における人と自動車 (モビリティイノベー
ションシリーズ:2)

青木宏文, 赤松幹之, 上出
寛子編著

コロナ社 685||Ko 221000547

212
運輸部門の気候変動対策 : ゼロエミッション化に向け
て (日本交通政策研究会研究双書:33)

室町泰徳編著/兵藤哲朗
[ほか] 執筆

成山堂書店 685||Un 221000546

213
インバウンド再生 : コロナ後への観光政策をイタリア
と京都から考える

宗田好史著 学芸出版社 689.237||Mu 221000549

214
いま私たちをつなぐもの : 拡張現実時代の観光とメ
ディア

山田義裕, 岡本亮輔編 弘文堂 689||Im 221000545

215
新しい時代の観光学概論 : 持続可能な観光振興を目指
して

島川崇著 ミネルヴァ書房 689||Sh 221000548

216 日本のテレビ・ドキュメンタリー 丹羽美之著 東京大学出版会 699.64||Ni 221000556


