
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
最短コースでわかるPyTorch & 深層学習 (ディープラーニ

ング) プログラミング
赤石雅典著

日経BP/日経BPマー

ケティング (発売)
007.13||Ak 221002011

2 情報法概説 第2版
曽我部真裕, 林秀弥, 栗田昌

裕著
弘文堂 007.3||So 221002029

3 組込みエンジニアの教科書 渡辺登, 牧野進二著
シーアンドアール研

究所
007.61||Wa 221001236

4 Introduction to algorithms 3rd ed : hardcover Thomas H. Cormen ... [et al.] MIT Press 007.64||In 221001638

5
デジタル・ファシズム : 日本の資産と主権が消える (NHK出版
新書:655)

堤未果著 NHK出版 080||Nh||655 221002012

6 聖地の想像力 (集英社新書:0037C) 植島啓司著 集英社 080||Sh||0037 221001480

7
人生の主導権を取り戻す「早起き」の技術 (だいわ文庫:338-

2G)
古川武士著 大和書房 159.4||Fu 221001152

8 13歳から分かる!7つの習慣 : 自分を変えるレッスン
「7つの習慣」編集部監修/大
西洋イラスト

日本図書センター 159||Ju 221001151

9 インターネットの憲法学 新版 松井茂記著 岩波書店 316.1||Ma 221002028

10 パックス : 新しいパートナーシップの形
ロランス・ド・ペルサン著/齊
藤笑美子訳

緑風出版 324.935||Pe 221002031

11
フランスの同性婚と親子関係 : ジェンダー平等と結婚・家族
の変容

イレーヌ・テリー著/石田久仁
子, 井上たか子訳

明石書店 324.935||Th 221002009

12
ブラジルの同性婚法 : 判例による法生成と家族概念の転換 (学
術選書:175. 家族法)

マシャド・ダニエル著 信山社 324.962||Ma 221002010

13 刑事政策 第2版 川出敏裕, 金光旭著 成文堂 326.3||Ka 221001243

14
現代アメリカ移民第二世代の研究 : 移民排斥と同化主義に代
わる「第三の道」 (世界人権問題叢書:86)

アレハンドロ・ポルテス, ル
ベン・ルンバウト著/村井忠政
訳

明石書店 334.453||Po 221001239

15
ソクラテスの人事 : 企業が欲しがる人材になる!すごい会社の
採用試験36問

NHK「ソクラテスの人事」制
作班著

祥伝社 336.2||So 221001179

16 日商簿記3級過去問題集 2021年度受験対策用 資格の大原簿記講座著 大原出版 336.91||Ni 221001481

17
マーケットのテクニカル分析 : トレード手法と売買指標の完全総合
ガイド (ウィザード・ブック・シリーズ:257)

ジョン・J・マーフィー著/田村英基
訳

パンローリング 338.1||Mu 221001256

18
オニールの成長株発掘法 : 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をす
るために (ウィザード・ブック・シリーズ:179)

ウィリアム・J.オニール著/スペン
サー倫亜訳

パンローリング 338.155||On 221001258

19 ゾーン : 相場心理学入門 (ウィザード・ブック・シリーズ:32) マーク・ダグラス著/世良敬明訳 パンローリング 338.18||Do 221001257

20
差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくため
の10章

キムジヘ著/尹怡景訳 大月書店 361.8||Ki 221002005

21 同性婚 : だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団編 明石書店 367.97||Do 221002008

22 漸近級数と特異摂動法 : 微分方程式の体系的近似解法 柴田正和著 森北出版 413.6||Sh 221002075

23
Introduction to statistical limit theory : pbk (Texts in statistical
science)

Alan M. Polansky Chapman & Hall/CRC 417||Po 221001621

24 結核の社会史 : 国民病対策の組織化と結核患者の実像を追って 青木純一著 御茶の水書房 498.6||Ao 221002077

25
グリーン・トゥ・ゴールド : 企業に高収益をもたらす「環境マネジメン
ト」戦略

ダニエル C.エスティ, アンドリュー
S.ウィンストン著/村井章子訳

アスペクト 519.13||Es 221001153

26 宇宙飛行士の教科書
JAXA監修/Z会グループ, Space
BD株式会社編

観世音 538.9||Uc 221001630

27 農薬スキャンダル : 毒性は循環する
デビット・ウィヤー, マーク・シャピ
ロ著/鶴見宗之介訳

三一書房 615.87||We 221001119

28 管理業務主任者一問一答セレクト1000 2021年度版 TAC管理業務主任者講座編
TAC株式会社出版事業
部

673.99||Ka||'21 221001473

29
出来高・価格分析の完全ガイド : 100年以上不変の「市場の内側」を
トレードに生かす (ウィザード・ブック・シリーズ:223)

アナ・クーリング著 : 長尾慎太郎
監修 : 山下恵美子訳

パンローリング 676.7||Co 221001627

30
基本講義プロバイダ責任制限法 : インターネット上の違法・有害情
報に関する法律実務

関原秀行著 日本加除出版 694.5||Se 221002030

31 悪魔 (アルケミスト双書. 闇の西洋絵画史:1) 山田五郎著 創元社 723||Ya||1 221001146

32 魔性 (アルケミスト双書. 闇の西洋絵画史:2) 山田五郎著 創元社 723||Ya||2 221001147
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33 怪物 (アルケミスト双書. 闇の西洋絵画史:3) 山田五郎著 創元社 723||Ya||3 221001148

34 髑髏 (アルケミスト双書. 闇の西洋絵画史:4) 山田五郎著 創元社 723||Ya||4 221001149

35 横死 (アルケミスト双書. 闇の西洋絵画史:5) 山田五郎著 創元社 723||Ya||5 221001150

36 言語学から見た日本語と英語の慣用句 (開拓社言語・文化選書:51) 石田プリシラ著 開拓社 814.4||Is 221002006

37 ドイツ語教授法 : 科学的基盤作りと実践に向けての課題 POD版 吉島茂, 境一三著 三修社 840.7||Yo 221001118

38 純猥談 : 私もただの女の子なんだ 純猥談編集部編 河出書房新社 916||Ju 221001241

39 純猥談 : 一度寝ただけの女になりたくなかった 純猥談編集部編 河出書房新社 916||Ju 221001242


