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「VR」「AR」技術ガイドブック　( I/O books ) 工学社 2016.9 549.928/ウ1

「かわいい」工学 朝倉書店 2017.3 509.6/カ2

「センサ」「アクチュエータ」「マイコン」の仕組みがわかる本　( I/O books ) 工学社 2017.7 501.9/セ3

「ヘイト」の時代のアメリカ史 : 人種・民族・国籍を考える 彩流社 2017.2 316.853/ヘ4

「マエストロ、時間です」 : サントリーホールステージマネージャー物語 ヤマハミュージックメディア 2017.3 760.6/ミ5

『君の名は。』の交響 ひつじ書房 2017.7 778.7/キ6

19世紀後半から第一次世界大戦前(1913)　( 岩波講座日本経済の歴史 / 深尾京司, 中村
尚史, 中林真幸編集 -- 3 . 近代||キンダイ ; 1 )

岩波書店 2017.9 332.1/イ/37

21世紀ICT企業の経営戦略 : 変貌する世界の大企業体制　( 龍谷大学社会科学研究所
叢書 -- 第114巻 )

文眞堂 2017.2 401/ニ8

24年改正でここが変わった退職給付会計の実務対応 中央経済社 2012.12 335.96/ニ9

60分でわかる!AIビジネス最前線 : 今すぐつかめ!AIがもたらすビジネスチャンス 技術評論社 2016.11 401/ロ10

A child is born : 赤ちゃんの誕生 あすなろ書房 2016.3 491.354/ニ11

Ａｂｌｅｔｏｎ　Ｌｉｖｅによるトラックメイキング : 基本から実践スキルまで グラフィック社 2017.3 763.9/エ12

AIが同僚 : あなたはたのしく一緒に働けるか 日経BP社 401/エ13

ASEAN経済共同体の成立 : 比較地域統合の可能性　( 関西学院大学産研叢書 -- 40 ) 中央経済社 333.5/ア14

CAEを使いこなすために必要な基礎工学! : 現場技術者の構造解析、熱伝導解析、樹脂
流動解析活用ノウハウ　( 解析塾秘伝 )

日刊工業新聞社 2017.1 531.9/オ15

Chainerによる実践深層学習 (ディープラーニング) オーム社 2016.9 401/シ16

Deep Learning Javaプログラミング : 深層学習の理論と実装　( Impress top gear ) インプレス 2016.10 549.926/J・ス17

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!!--CAM・切削加工編

カットシステム 2016.2- 501.8/ミ18
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GE巨人の復活 : シリコンバレー式「デジタル製造業」への挑戦 日経BP社 540.67/ナ19

Graphic design in Japan--2017 日本グラフィックデザイナー協会 727/ク/201720

GRAPHIC DESIGN THEORY : グラフィックデザイナーたちの「理論」 ビー・エヌ・エヌ新社 2017.7 727.04/ク21

IoT時代のセキュリティと品質 : ダークネットの脅威と脆弱性 日科技連出版社 2017.4 401/ア22

IoTで変わるのは製造業だけじゃない : 農業・医療・金融・サービス・教育分野で産まれる
新ビジネス　( B&Tブックス )

日刊工業新聞社 2017.5 401/ア23

IoTの教科書 : IoTの全てを網羅した決定版 : IoT検定の公式テキスト 日経BP社 401/ア24

Make: analog synthesizers　( Make: projects ) オライリー・ジャパン 763.9/ウ25

Pythonで体験する深層学習 : Caffe, Theano, Chainer, TensorFlow コロナ社 2016.8 549.926/P・ア26

Q&A退職給付会計の実務ガイド--第2版 中央経済社 2013.12 335.96/キ27

Ｑ＆Ａ中小企業の「退職金の見直し・設計・運用」の実務--平成２９年１月改 セルバ出版 335.96/カ28

Rで多変量解析 ナカニシヤ出版 2017.3 417.5/ワ29

Rで学ぶ多変量解析 朝倉書店 2017.5 417.5/ナ30

Rによる自動データ収集 : Webスクレイピングとテキストマイニングの実践ガイド 共立出版 2017.6 549.926R/ア31

Rによるデータ駆動マーケティング オーム社 2017.1 675/ト32

Rによるやさしいテキストマイニング オーム社 2017.2 549.92/コ33

Rによるスクレイピング入門 : web scraping シーアンドアール研究所 2017.4 549.926R/ア34

Rによるテキストマイニング入門--第2版 森北出版 2017.6 549.92/イ35

Reactビギナーズガイド : コンポーネントベースのフロントエンド開発入門 オライリー・ジャパン 547.8/ス36

TAKE OUTお持ち帰りのデザイン : branding & design for takeaways & restaurants グラフィック社 [2017.3] 674.92/テ37
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VR(仮想現実)ビジネス成功の法則 : virtual reality 日本経済新聞出版社 2017.4 401/ウ38

アーティストのための形態学ノート : 人体表現に生命を吹き込む 青幻舎インターナショナル 701.5/ハ39

アート・パワー 現代企画室 2017.1 702.07/ク40

愛されすぎたぬいぐるみたち [オークラ出版] [2017.7] 759/ニ41

悪魔の足 ; 黒蛇紳士 ; 謎の手品師 ; 土人の毒矢 ; 消えた蠟面 ; 黒い魔船　( 名探偵ホー
ムズ全集 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 山中峯太郎訳 -- 第3巻 )

作品社 2017.7 933/ト/342

悪魔のすむ音楽 音楽之友社 2017.7 761.17/ワ43

アジアの航空貨物輸送と空港　( アジ研選書 / アジア経済研究所 [編] -- no. 44 ) 日本貿易振興機構アジア経済研究所
 2017.1

687.6/ア44

ＶＲ２ : ＰＣで最先端ＶＲを１２０％楽しむための情報誌 . ｖｏｌ．１ : 圧倒的仮想現実ＨＴＣ　Ｖ
ｉｖｅ　＆　Ｏｃｕｌｕｓ　ＶＲ　Ｒｉ　( Impress mook -- . VR[2]||ブイアール ブイアール ; Vol.1 )

インプレス 2016.10 549.928/ア45

あなたの街のイベントグラフィックス : Local Event Graphics : フェス・マルシェ・イベント・祭
りのフライヤー特集 :  A special collection of flyers and posters promotioning local 
events, markets and various festivals/ パイインターナショナル編著

パイインターナショナル 2017.3 674.9/ア46

あの紫は : わらべ唄幻想　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 8 ) 出版芸術社 2015.8 913.6/ミ/847

アメリカ西漸史 : 《明白なる運命》とその未来 東洋書林 2013.10 253/カ48

アメリカ大統領の権限強化と新たな政策手段 : 温室効果ガス排出規制政策を事例に 日本評論社 2017.5 312.53/ス49

アメリカの文化 : アンソロジー 大阪教育図書 2012.11 302.53/ア50

アメリカ連邦倒産法概説--第2版 商事法務 2017.1 327.93/フ51

荒木経惟 : センチメンタルな旅1971-2017- = Araki Nobuyoshi : sentimental journey 1971-
2017-

HeHe 2017.7 748/ア52

アラブ古典音楽の旋法体系 : アレッポの歌謡の伝統に基づく旋法名称の記号論的解釈 スタイルノート 2017.2 762.2/イ53

Arduino (アルドゥイーノ) でロボット工作をたのしもう!--第2版 秀和システム 2017.8 501.9/ス54
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アルモニカ・ディアボリカ　( ハヤカワ・ミステリワールド ) 早川書房 2013.12 913.6/ミ55

安全保障とは何か　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -- 1 ) 岩波書店 2014.10 319.8/シ/156

いいこでねんねできるかな : おでかけ版　( ボードブックあかちゃんのあそびえほん : 0・1・
2才のほん )

偕成社 2011.3 C10/カ57

イスラミック・ツーリズムの勃興 : 宗教の観光資源化 ナカニシヤ出版 2016.4 668.228/ヤ58

イタリアオペラガイド フリースペース 766.1/コ59

いま世界ではトヨタ生産方式がどのように進化しているのか! : 取り残される日本のものづ
くり

日刊工業新聞社 2017.6 509.6/ナ60

色と形を探究する　( 放送大学教材 -- 1920014-1-1711 ) 放送大学教育振興会 2017.3 757/イ61

インターネット白書--2017 インプレス 547.8/イ/201762

インダストリー4.0時代を生き残る!中小企業のためのIoTとAIの教科書 総合法令出版 2017.7 509.6/シ63

インテリアデザインの歴史 柏書房 2015.2 529/ハ64

インバウンドと地域創生 海文堂出版 2017.8 688.21/イ65

ウェルビーイングの設計論 : 人がよりよく生きるための情報技術 ビー・エヌ・エヌ新社 2017.1 401/カ66

海と十字架　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 5 ) 出版芸術社 2013.11 913.6/ミ/567

映画は文学をあきらめない : ひとつの物語からもうひとつの物語へ 水曜社 2017.3 778/エ68

英語で学ぶトヨタ生産方式 : エッセンスとフレーズのすべて--改訂新版 研究社 2017.3 507/マ69

英雄伝 . ３　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2007.6- 283.1/フ/370

英雄伝 . 4--4　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2007.6- 283.1/フ/471

描かれた手術 河出書房新社 2017.10 494.2/ハ72

描かれた病 : 疾病および芸術としての医学挿画 河出書房新社 2016.11 490.2/ハ73
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エコツーリズムと持続可能な開発 : 楽園はだれのもの? くんぷる 2016.3 688/ハ74

越境する革命と民族　( ロシア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 -- 5 ) 岩波書店 2017.10 238.07/ロ/575

江戸の美術大図鑑 河出書房新社 2017.6 702.15/エ76

絵本と社会　( 絵本学講座 / 中川素子, 石井光恵, 松本猛編 -- 3 ) 朝倉書店 2015.9 019.5/エ/377

絵本の受容　( 絵本学講座 / 中川素子, 石井光恵, 松本猛編 -- 2 ) 朝倉書店 2015.4 019.5/エ/278

絵本の表現　( 絵本学講座 / 中川素子, 石井光恵, 松本猛編 -- 1 ) 朝倉書店 2014.7 019.5/エ/179

絵本ワークショップ　( 絵本学講座 / 中川素子, 石井光恵, 松本猛編 -- 4 ) 朝倉書店 2014.6 019.5/エ/480

オール・アバウト村上克司 : スーパーヒーロー工業デザインアート集 パイインターナショナル 2017.2 759/ム81

沖縄が問う日本の安全保障　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -
- 4 )

岩波書店 2015.4 319.8/シ/482

オペラの未来 = Oper, Gegenwart und Zukunft 水曜社 2017.7 766.1/ハ83

オペレッタの幕開け : オッフェンバックと日本近代 青弓社 2017.3 766.2/モ84

おやすみ、ロジャー : 魔法のぐっすり絵本 飛鳥新社 2015.11 C10/ア85

おやすみやさい ひかりのくに 2012.9 C10/ヒ86

音楽芸術マネジメント--第8号 (2016) 日本音楽芸術マネジメント学会 760.6/オ87

音楽ビジネスの著作権--第2版　( エンタテインメントと著作権 : 初歩から実践まで -- 3 ) 著作権情報センター 2016.8 021.2/マ88

音響映像設備マニュアル : 業務用音響/映像システムの基礎から実用例までを全解説--
2017　( リットーミュージック・ムック -- 第62, 77, 94号 )

リットーミュージック 1991.12- 547.4/オ/201789

音声音響インタフェース実践　( メディア学大系 / メディア学大系編集委員会 [編] -- 13 ) コロナ社 2017.3 547.4/ア90

解剖学論集　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2011.12 491.1/カ91

化学史事典 化学同人 2017.3 430.2/カ92
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学習指導要領 : 体育科編　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後
保健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第7巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-793

学習指導要領 : 体育科編　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後
保健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第7巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-794

革命伝説・宮本研の劇世界 社会評論社 2017.2 912.6/カ95

確率解析への誘い : 確率微分方程式の基礎と応用 共立出版 2016.9 417.1/ナ96

確率微分方程式　( 共立講座 数学の輝き -- 7 ) 共立出版 2016.9 410.8/キ/797

影を買う店 河出書房新社 2013.11 913.6/ミ98

画像認識 = Image recognition　( MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ ) 講談社 2017.5 549.928/ハ99

学校体育指導要綱　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保健
体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第1巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-1100

学校体育指導要綱　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保健
体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第1巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-1101

歌舞伎　( 日本の伝統芸能を楽しむ ) 偕成社 2017.2 774/ヤ102

歌舞伎とはいかなる演劇か 八木書店古書出版部 774.2/タ103

紙芝居登場人物索引 DBジャパン 2009.9- 779.803/カ104

川の流れから量子の世界まで　( 身近な物理 = The wonders of physics -- 2 ) 丸善出版 2017.1 420/ア105

観光先進地ヨーロッパ : 観光計画・観光政策の実証分析 古今書院 2016.6 688.23/カ106

観光ビジネス 三恵社 2016.10 688/ナ107

観光立国論 : 交通政策から見た観光大国への論点 現代書館 2017.8 688/ト108

観光学入門--第3版 晃洋書房 2017.3 688/カ109

完全図解海から見た世界経済 ダイヤモンド社 2016.3 333.6/ヤ110
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環大西洋奴隷貿易歴史地図 東洋書林 2012.6 368.5/エ111

漢文資料を読む　( 日本語ライブラリー ) 朝倉書店 2013.10 820/サ112

キーワードでわかる退職給付会計--3訂増補版 税務研究会出版局 2013.7 335.96/イ113

機械安全--2017　( JISハンドブック / 日本規格協会編 -- 72 ) 日本規格協会 2003.1- 509.13/シ/72114

機械学習入門 : ボルツマン機械学習から深層学習まで オーム社 2016.11 401/オ115

機械工学一般--第3版　( 機械工学入門シリーズ ) オーム社 2016.7 530.1/キ116

機械保全の徹底攻略機械系・学科 . ２０１７年度版 日本能率協会マネジメントセンター 
2017.8

530.7/キ117

キク大事典 農山漁村文化協会 2017.2 627.5/キ118

技術・環境・エネルギーの連動リスク　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編
集代表 -- 7 )

岩波書店 2015.8 319.8/シ/7119

ギター・マガジンが本気で教えるこだわりの愛器撮影テクニック　( リットーミュージック・
ムック -- . Guitar magazine||ギター マガジン )

リットーミュージック 2017.8 743.7/タ120

吉陵鎮ものがたり　( 台湾熱帯文学 -- 1 ) 人文書院 2010.11 928/タ/1121

共存の模索 : アメリカと「二つの中国」の冷戦史 勁草書房 2015.12 319.5322/サ122

共存在の教育学 : 愛を黙示するハイデガー 東京大学出版会 2017.6 371.1/タ123

ギリシア詞華集--1　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2015.7-2017.2 991/キ/1124

ギリシア詞華集--2　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2015.7-2017.2 991/キ/2125

ギリシア詞華集--3　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2015.7-2017.2 991/キ/3126

ギリシア詞華集--4　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2015.7-2017.2 991/キ/4127

ギレルモ・デル・トロの怪物の館 : 映画・創作ノート・コレクションの内なる世界 DU books 778.29/サ128



平成28年度 和図書卒業記念図書一覧

記録と記憶のアメリカ : モノが語る近世 名古屋大学出版会 2016.2 253.03/ワ129

近世 : 16世紀末から19世紀前半　( 岩波講座日本経済の歴史 / 深尾京司, 中村尚史, 中
林真幸編集 -- 2 )

岩波書店 2017.8 332.1/イ/2130

金融革新と不安定性の経済学 中央経済社 338/ウ131

空海 新潮社 2015.9 188.5/タ132

空港のはなし--2訂版　( 交通ブックス -- 307 ) 交通研究協会 687.8/イ133

クラウド時代の思考術 : Googleが教えてくれないただひとつのこと 青土社 2017.1 115/ハ134

グリーンスパンの隠し絵 : 中央銀行制の成熟と限界--下 名古屋大学出版会 2017.3 338.253/ム/2135

グリーンスパンの隠し絵 : 中央銀行制の成熟と限界--上 名古屋大学出版会 2017.3 338.253/ム/1136

クリエイターが「独立」を考えたとき最初に読む本 日経BP社 674.92/ク137

クリエイティブ・シンキング入門 ディスカヴァー・トゥエンティワン 
2013.8

141.5/マ138

クリップオンストロボ本格ライティング 技術評論社 2017.3 743/ク139

グローバル企業 : 国際化・グローバル化の歴史的展望 文眞堂 2017.1 335.2/ク140

グローバル・コモンズ　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -- 8 ) 岩波書店 2015.10 319.8/シ/8141

クロコダイル路地--1 講談社 2016.4 913.6/ミ/1142

クロコダイル路地--2 講談社 2016.4 913.6/ミ/2143

芸術の言語 慶應義塾大学出版会 2017.2 701.1/ク144

芸術の終焉のあと : 現代芸術と歴史の境界 三元社 2017.1 701.1/タ145

ケースで身につく統計学 : statistics--第2版 中央経済社 417/チ146

夏至祭の果て　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 2 ) 出版芸術社 2013.5 913.6/ミ/2147
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現代アート10講 武蔵野美術大学出版局 2017.4 702.07/ケ148

現代中国のICT多国籍企業 文眞堂 2017.2 401/ナ149

現代統計学 日本評論社 2017.3 417/ケ150

航空安全とパイロットの危機管理　( 交通ブックス -- 311 ) 交通研究協会 687/コ151

航空競争と空港民営化 : アビエーション・ビジネスの最前線--オンデマンド版　( 産研レク
チャー・シリーズ )

関西学院大学産業研究所 687.1/コ152

光合成研究と産業応用最前線 エヌ・ティー・エス 2014.12 431.53/コ153

高密度化するメガシティ　( メガシティ -- 6 ) 東京大学出版会 2017.1 361.48/メ/6154

国語史資料集 : 図録と解説 武蔵野書院 1976.4 810.2/コ155

国際コンテナ輸送の基礎知識 : シッピングガイド　( 海の日books -- 40 ) オーシャンコマース 2017.7 683.6/コ156

国際バカロレアの現在 ジアース教育新社 2017.6 371.5/コ157

古語拾遺 : 嘉禄本・暦仁本　( 新天理図書館善本叢書 -- 第4巻 ) 天理大学出版部 080/シ/4158

語構成の文法的側面についての研究　( ひつじ研究叢書 -- 言語編 ; 第139巻 ) ひつじ書房 2016.8 814/サ159

古事記 : 道果本 ; 播磨国風土記　( 新天理図書館善本叢書 -- 第1巻 ) 天理大学出版部 080/シ/1160

古辭書と音義　( 築島裕著作集 / 築島裕著 -- 第3卷 ) 汲古書院 2016.9 810.8/ツ/3161

古都税の証言 : 京都の寺院拝観をめぐる問題 丸善プラネット 185.6/コ162

子ども消費者へのマーケティング戦略 : 熾烈化する子どもビジネスにおける自制と規制 ミネルヴァ書房 2017.3 675/ア163

コミュニティ事典 春風社 2017.6 361.48/コ164

これからの観光を考える 晃洋書房 2017.4 688/コ165

これからのレジャー・レクリエーション : 余暇社会に向けて--改訂3版 ポラーノ出版 2016.4 365.6/コ166
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最強囲碁AIアルファ碁解体新書 : 深層学習、モンテカルロ木探索、強化学習から見たそ
の仕組み

翔泳社 2017.7 795/オ167

財政と民主主義 : ポピュリズムは債務危機への道か 日本経済新聞出版社 2017.3 343/サ168

在日コリアンの離散と生の諸相 : 表象とアイデンティティの間隙を縫って　( 叢書「排除と
包摂」を超える社会理論 / 関西学院大学先端社会研究所 [編] -- 2 )

明石書店 2017.5 361.4/ソ/2169

作編曲家大村雅朗の軌跡 : 1951-1997 DU BOOKS 767.8/カ170

サステイナブル都市の輸出 : 戦略と展望　( 東大まちづくり大学院シリーズ ) 学芸出版社 2017.3 519.8/サ171

挫折しない統計学入門 : 数学苦手意識を克服する オーム社 2017.1 417/ア172

作曲・編曲・作詞でプロになりたい人が成功する方法挫折する理由 : 作家デビューを果た
しコンペを勝ち抜くための本

リットーミュージック 2017.3 767.8/シ173

作曲家編 : Nakanishi NM method--2　( 合唱エクササイズ ) カワイ出版 2016-2017 767.4/ナ174

サンシャワー : 東南アジアの現代美術展1980年代から現在まで = Sunshower : 
contemporary art from Southeast Asia 1980 to now

国立新美術館 : 森美術館 : 国際交流
基金アジアセンター 2017.8

706.9/サ175

シェリング芸術哲学における構想力 晃洋書房 2017.2 701.1/ヤ176

ジェンベと民族楽器で遊ぶ : 初心者から経験者まで楽しめる一冊!! ドレミ楽譜出版社 2017.2 763.85/ヒ177

仕事消滅 : AIの時代を生き抜くために、いま私たちにできること　( 講談社+α新書 -- 
772-1C )

講談社 2017.8 331/ス178

詩集　( ジョージ・エリオット全集 / ジョージ・エリオット著 -- 10 ) 彩流社 2014.12 938/エ/10179

辞書・事典について調べよう　( 辞書・事典のすべてがわかる本 -- 2 ) あすなろ書房 2015.11 J803/シ/2180

辞書・事典の活用術　( 辞書・事典のすべてがわかる本 -- 4 ) あすなろ書房 2016.1 J803/シ/4181

辞書・事典の誕生のひみつ　( 辞書・事典のすべてがわかる本 -- 1 ) あすなろ書房 2015.10 J803/シ/1182

指針としての指導書、解説書　( 戦後体育実践資料集 / 岡出美則編・解説 -- 第1巻 ) クレス出版 2017.3 375.49/セ/1183
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学者たちへの論駁 . ３ : 自然学者たちへの論駁　( 西洋古典叢書 -- . 学者たちへの論駁
||ガクシャ タチ エノ ロンバク ; 3 )

京都大学学術出版会 2010.11 131.7/エ/3184

自然言語処理と深層学習 : C言語によるシミュレーション オーム社 2017.3 549.928/オ185

実践デザイン・シンキング : クリエイティブな思考で、ゼロ発想のイノベーションへ 日経BP社 674.1/シ186

実装ディープラーニング オーム社 2016.11 401/フ187

実務解説退職給付会計 : 改正基準での退職給付会計・退職給付債務への対応 清文社 2013.9 335.96/シ188

社会疫学--下 大修館書店 2017.9 498/シ/2189

社会疫学--上 大修館書店 2017.9 498/シ/1190

社会学理論応用事典 丸善出版 2017.7 361.033/シ191

写真技法と保存の知識 : デジタル以前の写真-その誕生からカラーフィルムまで 青幻舎 2017.6 740/ラ192

集客交流産業と国際教育旅行 くんぷる 2016.11 688/ア193

シューベルトの「冬の旅」 アルテスパブリッシング 2017.2 767.3/ホ194

小学校体育の学習指導　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後
保健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第5巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-5195

小学校体育の学習指導　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後
保健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第5巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-5196

小中学校の保健教育　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保
健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第4巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-4197

小中学校の保険教育　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保
健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第4巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-4198

少年十字軍 ポプラ社 2013.3 913.6/ミ199

情報理論 オーム社 2014.9 401/イ200

情報理論　( ちくま学芸文庫 -- [ア35-1] ) 筑摩書房 2011.4 401/ア201
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情報理論　( 新インターユニバーシティ ) オーム社 2010.9 401/シ202

昭和人物事典 : 戦前期 日外アソシエーツ 281.03/シ203

食の文化史 : 絵で読む事典 日本図書センター 2014.4 383.8/ヤ204

植物誌--2　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2008.3- 472/テ/2205

知れば知るほどおもしろい辞書・事典　( 辞書・事典のすべてがわかる本 -- 3 ) あすなろ書房 2016.2 J803/シ/3206

白蟻の夢魔 : 短編小説集　( 台湾熱帯文学 -- 4 ) 人文書院 2011.9 928/タ/4207

新荒唐無稽音楽事典 平凡社 2017.2 760.4/タ208

新国際経済論 八千代出版 2017.4 333.6/シ209

新小学校体育　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保健体育
指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第2巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-2210

新小学校体育　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保健体育
指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第2巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-2211

新中学校体育　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保健体育
指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第3巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-3212

新中学校体育　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後保健体育
指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第3巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-3213

シンギュラリティは怖くない : ちょっと落ちついて人工知能について考えよう 草思社 2017.2 401/ナ214

人工知能(AI)のはなし : エキスパートシステム、ニューラルネット、ロボット……--改訂版 日科技連出版社 2017.7 401/オ215

人工知能 : AIの基礎から知的探索へ 共立出版 2017.7 401/チ216

人工知能の創発 : 知能の進化とシミュレーション オーム社 2017.5 401/イ217

人工知能×仮想現実の衝撃 : 第4次産業革命からシンギュラリティまで マルジュ社 2017.4 401/サ218

新興国の経済発展とメガシティ　( メガシティ -- 4 ) 東京大学出版会 2016.9 361.48/メ/4219
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新世紀ミュージカル映画進化論　( 映画秘宝セレクション ) 洋泉社 2017.7 778.2/シ220

新選詳圖--世界之部--[復刻版] [帝国書院] [2004.1] 291.038/チ221

新選詳圖--帝國之部--[復刻版] [帝国書院] [2004.1] 291.038/チ222

深層学習による自然言語処理 = Natural language processing by deep learning　( MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ )

講談社 2017.5 549.928/ツ223

人物写真補正の教科書Photoshop (フォトショップ) レタッチ・プロの仕事 エムディエヌコーポレーション 549.928/シ224

新分類牧野日本植物図鑑 北隆館 2017.6 470.38/マ225

深夜の謎 ; 恐怖の谷 ; 怪盗の宝 ; まだらの紐 ; スパイ王者 ; 銀星号事件 ; 謎屋敷の怪　(
 名探偵ホームズ全集 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 山中峯太郎訳 -- 第1巻 )

作品社 2017.1 933/ト/1226

信用機構の政治経済学 : 商人的機構の歴史と論理 日本経済評論社 2017.2 338.01/タ227

図解退職給付会計はこう変わる! 東洋経済新報社 2013.9 335.96/ス228

図鑑デザイン全史 東京書籍 2017.7 757.02/ス229

鈴木理策 : 熊野、雪、桜 = Suzuki Risaku : Kumano, yuki, sakura 淡交社 2007.9 748/ス230

図説世界の文字とことば--: 新装版　( ふくろうの本 ) 河出書房新社 2014.8 801.1/ス231

図説日本の文字　( ふくろうの本 ) 河出書房新社 2017.9 811/コ232

図説日本語の歴史　( ふくろうの本 ) 河出書房新社 2015.11 810.2/コ233

スターリニズムという文明　( ロシア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 -- 2 ) 岩波書店 2017.7 238.07/ロ/2234

スパイスの歴史　( 「食」の図書館 ) 原書房 2014.4 617.6/ツ235

スピード解説中小企業等のための退職給付会計 : 会計・実務 弘文堂 2002.10 335.96/サ236

スプロール化するメガシティ　( メガシティ -- 5 ) 東京大学出版会 2017.6 361.48/メ/5237

スポーツ都市戦略 : 2020年後を見すえたまちづくり 学芸出版社 2016.3 780.4/ハ238
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スポーツ・運動科学レファレンスブック 日外アソシエーツ 780.3/ス239

すらすら退職給付会計 中央経済社 335.96/サ240

世界観賞用野生ラン : カラー図鑑 = Wild orchids of ornamental importance オーム社 2017.3 479.39/セ241

世界戦争から革命へ　( ロシア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 -- 1 ) 岩波書店 2017.6 238.07/ロ/1242

世界のアーケード　( Nomad books ) 青幻舎 2017.7 526.6/セ243

世界の国鳥 = National birds around the world　( Nomad books ) 青幻舎 2017.9 488/セ244

世界の国旗・国章歴史大図鑑 山川出版社 2017.8 288.9/カ245

世界の天空の城 青幻舎 2016.11 520.8/セ246

世界の廃船と廃墟 = Shipwrecks and ruins around the world　( Nomad books ) 青幻舎 2017.1 556/セ247

世界の名画に学ぶ巨匠のドローイング : 素描・デッサンの技能を磨く メイツ出版 2017.6 725/マ248

世界の名作絵本4000冊 日外アソシエーツ 028.5/セ249

戦後占領期短篇小説コレクション--1 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/1250

戦後占領期短篇小説コレクション--2 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/2251

戦後占領期短篇小説コレクション--3 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/3252

戦後占領期短篇小説コレクション--4 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/4253

戦後占領期短篇小説コレクション--5 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/5254

戦後占領期短篇小説コレクション--6 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/6255

戦後占領期短篇小説コレクション--7 藤原書店 2007.6-2007.11 913.6/セ/7256

先生のアトリエ : 大辻清司は私の先生だった　( Série bibliotheca -- 2/3 ) ウシマオダ 748/ウ257
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先生、それって「量子」の仕業ですか? 小学館 2017.2 429.1/オ258

象の群れ　( 台湾熱帯文学 -- 2 ) 人文書院 2010.12 928/タ/2259

漱石辞典 翰林書房 2017.5 910.28N/ソ260

ソクラテス言行録 . １　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2011.3 131.22/ク/1261

空の旅を科学する : 人工知能がひらく！？２１世紀の「航空管制」 河出書房新社 2016.9 538.86/イ262

そろそろ、人工知能の真実を話そう 早川書房 2017.5 401/カ263

退職給付会計 : 制度実務分析 中央経済社 2001.3 335.96/タ264

退職給付会計 : 日本基準からIFRSへ 清文社 2010.3 335.96/タ265

季刊会計基準 . 第３７号（２０１２　６） : 特集：退職給付会計基準の公表●Ｈａｎｓ　Ｈｏｏｇｅｒ
ｖｏｒｓ　( 季刊会計基準 = Accounting standards & disclosure quarterly -- 第37号 )

第一法規出版 2012.6 335.96/タ266

退職給付会計実務の手引き : 期中及び決算の実務一巡・数理計算・退職給付制度 : 改
訂基準に完全対応

税務経理協会 2015.1 335.96/イ267

退職給付会計情報の分析 中央経済社 2008.8 335.96/ヨ268

退職給付会計の基本Q&A : 現場の疑問に答える 税務経理協会 2012.4 335.96/オ269

退職給付会計のしくみ--第2版　( 図解でざっくり会計シリーズ / 新日本有限責任監査法
人編 -- 2 )

中央経済社 335.96/タ270

退職給付会計の実務Q&A : 会計・数理・制度・税務 税務研究会出版局 2014.11 335.96/イ271

退職給付会計の実務マニュアル--第２版 中央経済社 335.96/タ272

退職給付会計の知識--第2版　( 日経文庫 -- 1229, C52 ) 日本経済新聞出版社 2010.9 335.96/イ273

退職金規程と積立制度 : 中小企業に最適--改訂3版 産労総合研究所出版部経営書院 
2016.4

335.96/ミ274

退職金規程と積立制度 : 中小企業に最適--改訂4版 産労総合研究所出版部経営書院 
2016.4

335.96/ミ275
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多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア : 地域づくりのトップランナー10の実践 : 支え
合うひと・まち・コミュニティ

メディカ出版 2017.5 369.26/ミ276

楽しく体験レッスン！作詞・作曲入門 ナツメ社 2017.4 767.8/ノ277

多文化時代の観光学 : フィールドワークからのアプローチ ミネルヴァ書房 2017.6 688/タ278

多変数関数と偏微分　( ヴィジュアルガイド物理数学 ) 東京図書 2017.7 421.4/マ279

魂と弦--増補新版 春秋社 2017.3 763.42/キ280

ダメといわれた日本版４０１ｋが中・小企業と、社員を救う : 救世主「選択制退職準備給付
制度」のすべて

創英社 366.46/タ281

地域創生成功の方程式 : できる化・見える化・しくみ化 ぎょうせい 2016.7 318.2/キ282

地域づくりのコミュニケーション研究 : まちの価値を創造するために　( コミュニケーション・
ダイナミクス = Communication dynamics -- 1 )

ミネルヴァ書房 2017.3 361.48/チ283

地図で見る昭和の動き : 帝国書院の復刻版地図帳 : 戦前、占領下、高度経済成長期 : 解
説書--解説書

帝国書院 2004.1 291.038/チ284

地図で見るロシアハンドブック 原書房 2017.6 302.38/マ285

チャイナ・リスク　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -- 5 ) 岩波書店 2015.1 319.8/シ/5286

中・高校体育の学習指導　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後
保健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第6巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-6287

中・高校体育の学習指導　( 体育・スポーツ書集成 / 民和文庫研究会編 -- 第1回 . 戦後
保健体育指導書||センゴ ホケン タイイク シドウショ ; 第6巻 )

クレス出版 2017.6 375.49/タ/I-6288

中学校社会科地図--: [セット]--[復刻版] [帝国書院] [2004.1] 291.038/チ289

中学校社会科地図帳 : 中学校1-3年用--: [セット]--[復刻版] [帝国書院] [2004.1] 291.038/チ290

中国雲南省少数民族から見える多元的世界 : 国家のはざまを生きる民　( 叢書「排除と包
摂」を超える社会理論 / 関西学院大学先端社会研究所 [編] -- 1 )

明石書店 2017.4 361.4/ソ/1291

中国のマンガ「連環画 (れんかんが)」の世界 平凡社 2017.2 726.2/タ292
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中世 : 11世紀から16世紀後半　( 岩波講座日本経済の歴史 / 深尾京司, 中村尚史, 中林
真幸編集 -- 1 )

岩波書店 2017.7 332.1/イ/1293

朝鮮半島と東アジア　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -- 6 ) 岩波書店 2015.6 319.8/シ/6294

超電導リニアの謎を解く　( Superサイエンス ) シーアンドアール研究所 2015.3 546/ム295

挑発する写真史 平凡社 2017.2 740.2/カ296

ツーリズム・モビリティーズ : 観光と移動の社会理論 ミネルヴァ書房 2017.3 688/エ297

土の記--下 新潮社 2016.11 913.6/タ/2298

土の記--上 新潮社 2016.11 913.6/タ/1299

鶴屋南北冥府巡　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 6 ) 出版芸術社 2014.7 913.6/ミ/6300

ディープラーニングがロボットを変える　( B&Tブックス ) 日刊工業新聞社 2017.7 401/オ301

定家筆古記録　( 新天理図書館善本叢書 -- 第6巻 ) 天理大学出版部 080/シ/6302

帝国ホテルに働くということ : 帝国ホテル労働組合七〇年史 ミネルヴァ書房 2016.7 366.6/オ303

ディズニープリンセスのベッドタイムストーリー ポプラ社 2014.7 J908.3/テ304

定量分析の教科書 : ビジネス数字力養成講座 東洋経済新報社 2016.12 335.91/テ305

データサイエンティストのための最新知識と実践 : Rではじめよう![モダン]なデータ分析 マイナビ出版 2017.6 417.5/テ306

テキストにおける語彙的結束性の計量的研究　( 研究叢書 -- 483 ) 和泉書院 2017.2 801.4/ヤ307

テクノホスピタリティを世界へ : 断トツナンバーワンへの挑戦 ダイヤモンド・ビジネス企画 401/マ308

デザイン思考が世界を変える : イノベーションを導く新しい考え方　( ハヤカワ文庫 -- 
NF407 )

早川書房 2014.5 335.9/フ309

デザコン２０１６　ｉｎ　Ｋｏｃｈｉ　ｏｆｆｉｃｉａｌ　ｂｏｏｋ : Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ : 第１３回全国高等
専門学校デザインコンペティション

建築資料研究社 2017.6 525.1/テ310
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デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン : その過去と未来 誠文堂新光社 2017.2 727.021/テ311

手のひらの宇宙 : 宇宙ガラスビジュアル・ブック 中央公論新社 2017.7 751.5/ト312

テュアナのアポロニオス伝 . １　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2010.6 131.9A/ヒ/1313

転調テクニック50 : イマジネーションが広がる実践的コード進行集 リットーミュージック 2017.7 761.8/ウ314

ドイツ都市交通行政の構造 : 運輸連合の形成・展開・組織機制 晃洋書房 2017.4 681.8/コ315

倒立する塔の殺人　( PHP文芸文庫 -- [み-2-1] ) PHP研究所 2011.12 913.6/ミ316

特殊関数　( 基礎物理数学 / ジョージ・アルフケン, ハンス・ウェーバー著 ; 権平健一郎, 
神原武志, 小山直人訳 -- Vol. 3 )

講談社 2001.11 421.4/ア317

都市交通計画--第3版 技報堂出版 2017.8 681.8/ト318

都市における乗合旅客自動車輸送 晃洋書房 2016.11 681.8/マ319

ドビュッシー : 香りたつ音楽 講談社エディトリアル 2017.7 762.5/シ320

知盛の声がきこえる : 『子午線の祀り』役者ノート　( ハヤカワ演劇文庫 -- 40 ) 早川書房 2017.7 775.1/ア321

流れるようにわかる統計学 : こんなふうに教わりたかった! KADOKAWA 2017.2 417/サ322

日米安保と自衛隊　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -- 2 ) 岩波書店 2015.3 319.8/シ/2323

日韓音楽教育関係史研究 : 日本人の韓国・朝鮮表象と音楽 勉誠出版 2017.2 760.7/フ324

日本音楽のなぜ? : 歌舞伎・能楽・雅楽が楽しくなる　( 放送大学叢書 -- 037 ) 左右社 2017.3 768/タ325

日本外交からみた宇宙 : 地球の平和をいざなう宇宙開発 作品社 2016.10 538.9/ホ326

日本書紀 : 乾元本--1　( 新天理図書館善本叢書 -- 第2-3巻 ) 天理大学出版部 080/シ/2327

日本書紀 : 乾元本--2　( 新天理図書館善本叢書 -- 第2-3巻 ) 天理大学出版部 080/シ/3328

日本地方財政史 : 制度の背景と文脈をとらえる 有斐閣 2017.5 349.2/コ329
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日本の色の十二カ月 紫紅社 2014.6 757/ヨ330

日本の国境 : 分析・資料・文献 三和書籍 2013.7 319.1/ウ331

日本の時代をつくった本 : 幕末から現代までの社会と文学をビジュアルで読み解く Wave出版 2017.4 020.2/ニ332

日本の名作絵本5000冊 日外アソシエーツ 028.5/ニ333

日本のものづくりを救う!最強の「すり合わせ技術」　( B&Tブックス ) 日刊工業新聞社 2017.3 509.21/ツ334

日本語書記用文体の成立基盤 : 表記体から文体へ 塙書房 2017.3 811.02/イ335

日本語史叙述の方法　( ひつじ研究叢書 -- 言語編 ; 第142巻 ) ひつじ書房 2016.10 810.2/ニ336

日本産ゴミムシダマシ大図鑑　( 月刊むし・昆虫大図鑑シリーズ / 藤田宏編 -- 9 ) むし社 2016.11 486.038/ケ/9337

日本産シダ植物標準図鑑--2 学研プラス 2016.7-2017.4 476.038/エ/2338

ロシア革命とソ連の世紀　　　４　人間と文　( ロシア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 
編 -- 4 )

岩波書店 2017.9 238.07/ロ/4339

人間とロボットの法則　( B&Tブックス ) 日刊工業新聞社 2017.7 501.9/イ340

認知科学への招待 サイゾー 2014.1 141.5/ト341

ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本 シンコーミュージック・エンタテイメント 
2017.5

021.2/ネ342

ネットワーク分析--第2版　( Rで学ぶデータサイエンス / 金明哲編集 -- 8 ) 共立出版 2017.5 417/ス343

ねんね　( 講談社の幼児えほん ) 講談社 2008.7 C10/コ344

ねんねんねむねむおやすみね 岩崎書店 2013.4 C10/イ345

ノンタンあそびましょ--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 4 ) 偕成社 2008.9 C10/カ/4346

ノンタンいないいなーい--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 5 ) 偕成社 2008.12 C10/カ/5347

ノンタンおしっこしーしー--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 3 ) 偕成社 2008.4 C10/カ/3348
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ノンタンおはよう--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 7 ) 偕成社 2009.2 C10/カ/7349

ノンタンじどうしゃぶっぶ---2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 6 ) 偕成社 2008.9 C10/カ/6350

ノンタンにんにんにこにこ--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 1 ) 偕成社 2008.5 C10/カ/1351

ノンタンはっくしょん!--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 9 ) 偕成社 2008.12 C10/カ/9352

ノンタンはみがきはーみー--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 8 ) 偕成社 2009.2 C10/カ/8353

ノンタンもぐもぐもぐ--2版　( 赤ちゃん版ノンタン -- 2 ) 偕成社 2008.6 C10/カ/2354

ハーバード大学は「音楽」で人を育てる : 21世紀の教養を創るアメリカのリベラル・アーツ
教育

アルテスパブリッシング 2015.8 760.7/ス355

ハーブの歴史　( 「食」の図書館 ) 原書房 2015.1 617.6/ア356

ハイドンの音符たち : 池辺晋一郎の「新ハイドン考」 音楽之友社 2017.3 762.4/イ357

バスがまちを変えていく : BRTの導入計画作法 = BRT for human mobility 計量計画研究所 681.8/ハ358

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」 朝日出版社 2017.6 401/カ359

花の文化史 : 花の歴史をつくった人々 日本図書センター 2012.8 627/ハ360

パパは脳研究者 : 子どもを育てる脳科学 クレヨンハウス 2017.8 371.44/イ361

バリと観光開発 : 民主化・地方分権化のインパクト ナカニシヤ出版 2017.6 688.224/イ362

坂茂の建築現場 : Shigeru Ban 平凡社 2017.3 523.1/ハ363

火の地獄船 ; 鍵と地下鉄 ; 夜光怪獣 ; 王冠の謎 ; 閃光暗号 ; 獅子の爪 ; 踊る人形　( 名
探偵ホームズ全集 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 山中峯太郎訳 -- 第2巻 )

作品社 2017.4 933/ト/2364

ピアニストが語る! : 現代の世界的ピアニストたちとの対話--増補版 アルファベータブックス 2017.7 763.2/チ365

ピアニストだって冒険する 新潮社 2017.6 763.2/ナ366

ビートルズ原論 : ロックンロールからロックへ 水曜社 2017.1 764.7/ネ367
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東アジア観光学 : まなざし・場所・集団 亜紀書房 2017.3 688.22/ヒ368

土方巽 : 衰弱体の思想 みすず書房 2017.2 766.9/ウ369

ビジュアル日本の鉄道の歴史--1 ゆまに書房 2017.4-2017.6 J686.21/ウ/1370

ビジュアル日本の鉄道の歴史--2 ゆまに書房 2017.4-2017.6 J686.21/ウ/2371

ビジュアル日本の鉄道の歴史--3 ゆまに書房 2017.4-2017.6 J686.21/ウ/3372

響きあう身体 : 音楽・グルーヴ・憑依 春秋社 2017.6 761.1/ヤ373

秘め絵灯籠　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 7 ) 出版芸術社 2014.10 913.6/ミ/7374

開かせていただき光栄です　( ハヤカワ・ミステリワールド ) 早川書房 2011.7 913.6/ミ375

平原綾香と開くクラシックの扉 東京新聞 2017.7 762/ヒ376

品質設計のための確率・統計と実験データの解析 日科技連出版社 2017.4 509.66/ナ377

フィジカルとソーシャル : ウィリアム・ホガースからエプスタインへ　( イギリス美術叢書 / 
小野寺玲子 [責任編集] -- 2 )

ありな書房 2017.7 723.3/フ378

フードツーリズムのすすめ : スローライフを楽しむために フレグランスジャーナル社 2016.11 688/キ379

不確実性人工知能 : クラウド環境による新たな発展 : 翻訳 = Artificial intelligence with 
uncertainty

エヌ・ティー・エス 2017.4 401/リ380

舞台芸術の魅力　( 放送大学教材 -- 1554891-1-1711 ) 放送大学教育振興会 2017.3 770/フ381

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 丸善出版 2017.2 420.7/ナ382

物理実験--2017 学術図書出版社 2010.3- 420.72/フ383

冬の雅歌　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 3 ) 出版芸術社 2013.7 913.6/ミ/3384

文化のなかの西洋音楽史 音楽之友社 2017.7 762/ク385

分析法バリデーション実務集 R&D支援センター 2017.5 499.33/タ386
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平安鎌倉時代漢文訓読語解析論 汲古書院 2017.8 811.6/マ387

ベクシンスキ作品集成 = Beksinski, the collected works--1 : Paintings & photographs : 新
装版　( Pan-exotica )

エディシオン・トレヴィル 723.9/ヘ388

ヘルスツーリズムによる地方創生 : 健康長寿を目指して「お散歩でこの国を元気にする」 カナリアコミュニケーションズ 2016.8 688.4/ニ389

辺境図書館 : bibliotheca fines 講談社 2017.4 904/ミ390

変相能楽集　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 4 ) 出版芸術社 2013.9 913.6/ミ/4391

北欧文化事典 丸善出版 2017.10 302.387/ホ392

牧師たちの物語　( ジョージ・エリオット全集 / ジョージ・エリオット著 -- 1 ) 彩流社 2014.8 938/エ/1393

ホテルビジネス論 = Introduction to hotel business 三恵社 2016.3 689/ヨ394

ホテル・宿泊施設開発最前線 : 千客万来。20年へ開業ラッシュ。注目デベロッパー、オペ
レーターの最新動向と全国の開発案件を一挙掲載

産業タイムズ社 2017.5 689/ホ395

ホテル・ダイナミクス : 個人消費時代に抑えておくべき新たなホテル力学 オータパブリケイションズ 2016.9 689/キ396

ボブ・ディランに吹かれて : 春樹、ランボーと聴く詩 = Blowing in Bob Dylan's lyrics : with 
H. Murakami and A. Rimbaud

彩流社 2017.2 767.8/ス397

翻訳シグナル伝達・制御の生化学 : 細胞の働きを支配する情報交換ネットワーク エヌ・ティー・エス 2017.6 463.6/ク398

マクロとミクロの実証会計 中央経済社 679/マ399

まねぶ美術史 赤々舎 2010.7 702.16/モ400

マルセル・デュシャンとチェス 平凡社 2017.7 723.5/ナ401

水先案内人 : 瀬戸内海の船を守るものたち 晃洋書房 2017.3 558.6/モ402

南アジア系社会の周辺化された人々 : 下からの創発的生活実践　( 叢書「排除と包摂」を
超える社会理論 / 関西学院大学先端社会研究所 [編] -- 3 )

明石書店 2017.4 361.4/ソ/3403

未来への狼火 : 開館記念展 = Noroshi signal flare for our future : opening exhibition 国書刊行会 2017.6 706.9/ミ404



平成28年度 和図書卒業記念図書一覧

見ることの力 : 二十世紀絵画の周縁に 水声社 2017.7 723.02/ナ405

民族音楽学12の視点 音楽之友社 2016.4 762/ミ406

みんなおやすみ… 金の星社 2008.8 C10/キ407

みんなのPhotoshop RAW現像教室 インプレス 2017.3 549.928/オ408

無線ネットワークシステムのしくみ : IoTを支える基盤技術　( 共立スマートセレクション = 
Kyoritsu smart selection -- 15 )

共立出版 2017.3 547.8/ツ409

明月記　( 新天理図書館善本叢書 -- 第5巻 ) 天理大学出版部 080/シ/5410

メガシティとサステイナビリティ　( メガシティ -- 1 ) 東京大学出版会 2016.8 361.48/メ/1411

メガシティの進化と多様性　( メガシティ -- 2 ) 東京大学出版会 2016.9 361.48/メ/2412

メジャーリーグの現場に学ぶビジネス戦略 : マーケティング、スポンサーシップ、ツーリズ
ムへの展開

晃洋書房 2017.3 780.4/カ413

珍しい日記 木楽舎 2017.6 760.4/タ414

メディアのことばを読み解く7つのこころみ ひつじ書房 2017.2 361.5/メ415

もうねんね　( 松谷みよ子あかちゃんの本 ) 童心社 1968.1 C10/ト416

問題解決に効く「行為のデザイン」思考法 CCCメディアハウス 2015.9 757/ム417

やさしい機械英語--改訂2版 オーム社 2016.11 530.7/ア418

やすらぎの郷 : 第１話～第４５話 . 上 双葉社 2017.3- 912.7/ク419

山崎博 : 計画と偶然 = Yamazaki Hiroshi : concepts and incidents 武蔵野美術大学出版局 2017.3 748/ヤ420

ヤマハデジタル音楽教材ギター授業 ヤマハ 375.76/ヤ421

闇の夜に--: 新装版 河出書房新社 2017.7 C10/カ422

有機化学命名法 : IUPAC2013勧告および優先IUPAC名 東京化学同人 2017.4 437.034/ユ423



平成28年度 和図書卒業記念図書一覧

雪女郎　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 9 ) 出版芸術社 2016.3 913.6/ミ/9424

輸送密度から鉄道の本質が見える 交通統計研究所 2016.9 686.5/オ425

夢と豚と黎明 : 黄錦樹作品集　( 台湾熱帯文学 -- 3 ) 人文書院 2011.9 928/タ/3426

よくわかる音楽著作権ビジネス--基礎編--4th edition リットーミュージック 2011.3 012.2/ア427

よくわかる解析力学 東京図書 2013.10 423.35/マ428

よくわかる初等力学 東京図書 2013.2 423/マ429

四人組がいた。 文藝春秋 2014.8 913.6/タ430

ライダーは闇に消えた　( 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 -- 1 ) 出版芸術社 2013.3 913.6/ミ/1431

ラフマニノフの想い出 水声社 2017.7 762.8/ラ432

ラプラスの天体力学論--1 大学教育出版 2012.2-2013.5 441.1/ラ/1433

ラプラスの天体力学論--2 大学教育出版 2012.2-2013.5 441.1/ラ/2434

ラプラスの天体力学論--3 大学教育出版 2012.2-2013.5 441.1/ラ/3435

ラプラスの天体力学論--4 大学教育出版 2012.2-2013.5 441.1/ラ/4436

ラプラスの天体力学論--5 大学教育出版 2012.2-2013.5 441.1/ラ/5437

理解とは何か 東京大学出版会 2015.6 115/リ438

ＯＤ＞理工学系からの脳科学入門 東京大学出版会 2017.2 491.371/リ439

理工系学生のための基礎物理学 : Webアシスト演習付 培風館 2017.4 420/リ440

立憲的ダイナミズム　( シリーズ日本の安全保障 / 遠藤誠治, 遠藤乾編集代表 -- 3 ) 岩波書店 2014.12 319.8/シ/3441

量子光学の基礎 : 量子の粒子性と波動性を統合する 内田老鶴圃 2013.12 425.1/フ442
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量子情報工学 森北出版 2017.2 401/ト443

量子情報理論--第2版　( Springer university textbooks ) 丸善出版 2012.3 429.1/サ444

量子物理学のための線形代数 : ベクトルから量子情報へ 培風館 2016.7 429.1/ナ445

量子群点描 共立出版 2017.5 411.6/ヤ446

リングイストを知っていますか? : 言語・経験・おもてなしの世界で働く 現代書館 2017.8 801.7/ウ447

ルネ・マルタンプロデュースの極意 : ビジネス・芸術・人生を豊かにする50の哲学 アルテスパブリッシング 2017.2 762.5/ハ448

冷戦とクラシック : 音楽家たちの知られざる闘い　( NHK出版新書 -- 521 ) NHK出版 2017.7 762/ナ449

冷戦と平和共存　( ロシア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 -- 3 ) 岩波書店 2017.8 238.07/ロ/3450

冷戦と「アメリカの世紀」 : アジアにおける「非公式帝国」の秩序形成 岩波書店 2016.8 319.532/カ451

歴史--3　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2004.12-2013.3 232.4/ホ/3452

歴史に刻印されたメガシティ　( メガシティ -- 3 ) 東京大学出版会 2016.8 361.48/メ/3453

ローカル鉄道という希望 : 新しい地域再生、はじまる 河出書房新社 2016.8 686.21/タ454

ロードアイランド・スクール・オブ・デザインに学ぶクリティカル・メイキングの授業 : アート思
考+デザイン思考が導く、批判的ものづくり

ビー・エヌ・エヌ新社 2017.7 707/ロ455

ローマ建国以来の歴史--2　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2008.6- 232/リ/2456

ローマ建国以来の歴史--4　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2008.6- 232/リ/4457

ローマ建国以来の歴史--5　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2008.6- 232/リ/5458

ローマ建国以来の歴史--9　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2008.6- 232/リ/9459

ローマ皇帝群像--4　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2004.1-2014.9 232.8/ロ/4460

ローマ世界の歴史　( 西洋古典叢書 ) 京都大学学術出版会 2012.3 232/ハ461
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ロボットの歴史を作ったロボット100　( ナショナルジオグラフィック ) 日経ナショナルジオグラフィック社 501.9/マ462

ロモラ　( ジョージ・エリオット全集 / ジョージ・エリオット著 -- 5 ) 彩流社 2014.10 938/エ/5463

論集古代語の研究 清文堂出版 2017.3 810.23/ロ464

和　ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｔｙｌｅ　×　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｍａｔｅｒｉａｌ　( Design parts collection ) 技術評論社 2017.5 727/タ465

ワインの歴史　( 「食」の図書館 ) 原書房 2015.11 588.55/ミ466

和楽器　( 子どもに伝えたい和の技術 / 和の技術を知る会著 -- 6 ) 文溪堂 2016.3 J768.1/ワ467

和漢古典植物名精解 和泉書院 2017.2 910.4/キ468

ワトソンで体感する人工知能 リックテレコム 2017.7 401/イ469

469和図書 件
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Latest trends in ELF research--: pbk Cambridge Scholars 2011 830.7/L1

Teaching English as an international language : implementing, reviewing, and re-
envisioning world Englishes in language education--: hbk　( Routledge studies in world 
Englishes / series editor, Ee-Ling Low )

Routledge 2018 830.7/M2

The Politics of Translingualism.　( Routledge studies in sociolinguistics -- 16 ) Routledge 2018 830.4/W3

The Routledge handbook of tourism in Asia--: hbk　( Routledge handbooks ) Routledge 2017 688.22/R4

4洋図書 件

473 件合計


