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〈妊婦〉アート論 : 孕む身体を奪取する 青弓社 2018.1 704/ニ1

「語り」言説の研究　( 研究叢書 -- 492 ) 和泉書院 2018.1 913.3/イ2

「創造」の秘密 : シェイクスピアとカフカとコンラッドの場合 彩流社 2018.4 930.2/ノ3

「超微細」美しい昆虫図鑑 学研プラス 2018.7 486/ヒ4

「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる ベレ出版 2018.6 427.8/イ5

「亡命」の音楽文化誌 アルテスパブリッシング 2018.3 762/ハ6

「もの」の意味、「時間」の意味 : 記号化に頼らない形式意味論の話 くろしお出版 2016.1 801.4/オ7

『光画』と新興写真--モダニズムの日本 国書刊行会 2018.3 740.21/コ8

12・13世紀 : 1066年-1280年頃　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラング
フォード原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第4巻 )

慶應義塾大学出版会 2012.10 233/オ/49

13歳からの量子論のきほん : 常識が通じない!ミクロの世界の物理法則　( Newtonライト : 
理系脳をきたえる! )

ニュートンプレス 2018.7 429.1/シ10

14・15世紀　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード原著監修] ; 
鶴島博和日本語版監修 -- 第5巻 )

慶應義塾大学出版会 2009.11 233/オ/511

16世紀 : 1485年-1603年　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード
原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第6巻 )

慶應義塾大学出版会 2010.12 233/オ/612

17世紀 : 1603年-1688年　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード
原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第7巻 )

慶應義塾大学出版会 2015.5 233/オ/713

18世紀 : 1688年-1815年　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード
原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第8巻 )

慶應義塾大学出版会 2013.11 233/オ/814

20世紀 : 1901年-1951年　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード
原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第10巻 )

慶應義塾大学出版会 2013.8 233/オ/1015

20世紀 : 1945年以後　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード原
著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第11巻 )

慶應義塾大学出版会 2014.11 233/オ/1116

21世紀のアニメーションがわかる本 フィルムアート社 2017.9 778.7/ト17
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AIとBIはいかに人間を変えるのか　( NewsPicks book ) 幻冬舎 2018.2 366/ハ18

AIに心は宿るのか　( インターナショナル新書 -- 022 ) 集英社インターナショナル 401/マ19

APG樹木図鑑--スタンダード版 北隆館 2018.2 652.703/エ20

Cognitive Services入門 : マイクロソフト人工知能APIの使い方 リックテレコム 2018.4 401/フ21

Double take : 再現された世紀の一枚 青幻舎インターナショナル 748/コ22

Excel集計・抽出テクニック大全集 : あらゆる種類の表に対応、引くだけで一発解決 技術評論社 2017.12 549.924/フ23

FPGAボードで学ぶ組込みシステム開発入門--Intel FPGA編--改訂2版 技術評論社 2018.2 549.923/コ24

Illustratorトレーニングブック ソーテック社 2018.1 549.928/ヒ25

IoT最強の指南書　( 日経BPムック -- . 日経ITエンジニアスクール||ニッケイ IT エンジニア
 スクール )

日経BP社 401/ア26

ITアーキテクトの教科書 : システム設計の先導者--改訂版 日経BP社 549.923/イ27

ＩＴサービスマネージャ合格論文の書き方・事例集 : 情報処理技術者試験対策書--第５版
　( 情報処理技術者試験対策書 )

アイテック 2018.7 549.92/ア28

ＩＴストラテジスト合格論文の書き方・事例集 : 情報処理技術者試験対策書--第５版　( 情
報処理技術者試験対策書 )

アイテック 2018.7 549.92/ア29

Maintenance 青幻舎 2018.3 748/メ30

PyTorchで始める深層学習 : 数式なしで基礎から実装まで リックテレコム 2018.5 401/コ31

Sight : Yoko Asakai 赤々舎 2011.1 748/ア32

TCP/IPの絵本 : ネットワークを学ぶ新しい9つの扉--第2版 翔泳社 2018.7 547.8/テ33

USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?　( 角川文庫 -- 19708, [も29-1] ) KADOKAWA 2016.4 688.4/モ34

徹底攻略ＶＣＰ６．５－ＤＣＶ教科書 : ＶＭｗａｒｅ　ｖＳｐｈｅｒｅ６．５対応　( 徹底攻略 ) インプレス 2018.1 549.924/フ35
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あいでぃあまんのぴかっと--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 7 ) 日本図書センター 2015.7 C10/ニ/736

アトリエのドローイング : 古典に学ぶリアリズム絵画の基本技法 ボーンデジタル 2015.4 725/ア37

アナリストのための財務諸表分析とバリュエーション 有斐閣 2018.3 335.96/ヘ38

アフリカ　( 世界地誌シリーズ -- 8 ) 朝倉書店 2017.9 290.8/セ/839

アメリカ「帝国」の中の反帝国主義 : トランスナショナルな視点からの米国史 明石書店 2018.2 312.53/ア40

Arduino (アルドゥイーノ) 「実用」入門 : Wi‐Fiでデータを送受信しよう! 技術評論社 2018.2 549.92/フ41

暗号と乱数 : 乱数の統計的検定　( 統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編 -- 7 ) 共立出版 2018.4 417.6/フ42

衣・食・住・音 : 音楽仕事を続けて生きるには リトルモア 2018.7 760.6/カ43

意思決定を助ける情報可視化技術 : ビッグデータ・機械学習・VR/ARへの応用 コロナ社 2018.4 401/イ44

いたずらっこのたずら--新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 3 ) 日本図書センター 2015.2 C10/ニ/345

イタリア・オペラを疑え! : 名作・歌手・指揮者の真実をあぶり出す アルテスパブリッシング 2018.2 766.1/カ46

いつもしんせつなはっぴ--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 12 ) 日本図書センター 2015.10 C10/ニ/1247

遺伝学辞典 = A dictionary of genetics 慶應義塾大学出版会 2018.6 467.103/イ48

今すぐ使えるかんたんExcelグラフ　( Imasugu Tsukaeru Kantan Series ) 技術評論社 2018.2 549.924/ヤ49

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！Ｗｉ－Ｆｉ無線ＬＡＮ超入門 : Ｗｉｎｄｏｗｓ１０対応
版

技術評論社 2018.3 547.8/イ50

いやだいやだのやだもん--新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 1 ) 日本図書センター 2015.2 C10/ニ/151

イラスト図解でよくわかるITインフラの基礎知識 技術評論社 2018.2 547.8/イ52

インターネットの光と影 : 被害者・加害者にならないための情報倫理入門--Ver.6 北大路書房 2018.2 547.8/イ53

インド　( 世界地誌シリーズ -- 5 ) 朝倉書店 2013.10 290.8/セ/554
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ヴァイキングからノルマン人へ　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラング
フォード原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第3巻 )

慶應義塾大学出版会 2015.10 233/オ/355

海の「京都」 : 日本琉球都市史研究 京都大学学術出版会 2015.7 216.2/タ56

絵で読む伊勢物語　( 古典を楽しむ ) 和泉書院 2016.6 913.32/ヤ57

英文法と統語論の概観　( 「英文法大事典」シリーズ / Rodney Huddleston, Geoffrey K. 
Pullum著 ; 畠山雄二編集 -- 第0巻 )

開拓社 2017.10 835/ハ58

エッセンシャル生化学--第3版 東京化学同人 2018.7 464/フ59

エネルギー工学--改訂2版 電気書院 2018.3 501.6/セ60

絵本の冒険 : 「絵」と「ことば」で楽しむ　( Next creator book ) フィルムアート社 2018.6 019.5/エ61

演奏行為論 : ピアニストの流儀 春秋社 2018.1 761.9/オ62

王政復古期シェイクスピア改作戯曲選集 九州大学出版会 2018.4 932/オ63

おおきなかぶ : ロシア民話　( こどものとも劇場 ) 福音館書店 1998.3 C10/フ64

岡上淑子全作品 = The complete works of Toshiko Okanoue 河出書房新社 2018.1 726.9/オ65

おくのほそ道・俳句・川柳　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 10巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/1066

オックスフォード実例現代英語用法辞典--第4版 研究社 2018.3 835.03/ス67

おばけのバーバパパ　( ビッグブック ) 偕成社 2003.11 C10/カ68

オペレーティングシステム--改訂2版　( IT text / 情報処理学会編 ) オーム社 2018.1 549.924/ノ69

オリジナルの画像認識AIを簡単に作ろう! 秀和システム 2018.3 401/ヤ70

音楽言語の技法 yamaha music media 2018.2 761.3/メ71

音楽ノート--新装復刊 白水社 2018.5 760.4/フ72

絵画の歴史 : 洞窟壁画からiPadまで 青幻舎インターナショナル 720.2/ホ73
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会計思想史 白桃書房 2006.9 679.02/ハ74

会計と会計学のレーゾン・デートル　( 慶応義塾大学商学会商学研究叢書 -- 22 ) 慶應義塾大学商学会 679/ト75

快読シェイクスピア--決定版　( 新潮文庫 -- 10923, シ-1-51 ) 新潮社 2018.4 930.28S/カ76

輝ける都市 : 機械文明のための都市計画の教義の諸要素 河出書房新社 2016.7 519.8/ル77

拡張する文化政策　( 文化政策の現在 / 小林真理編 -- 2 ) 東京大学出版会 2018.3 701.9/カ78

確率ロボティクス--オンデマンド版 マイナビ出版 2016.5 501.9/ス79

カスタマー・エクスペリエンス戦略 : 企業の成長を決める“最適な顧客経験” 日本経済新聞出版社 2018.6 675/オ80

家内労働と在宅ワークの戦後日本経済 : 授産内職から在宅就業支援へ　( Minerva現代
経済学叢書 -- 121 )

ミネルヴァ書房 2018.2 366.8/タ81

歌舞伎と日本人 東京堂出版 2018.1 774.2/ナ82

からすのパンやさん　( ビッグブック ) 偕成社 1997.5 C10/カ83

川はゆく = Here goes river 赤々舎 2017.6 748/フ84

環境経済・政策学事典 丸善出版 2018.5 519.5/カ85

関係詞と比較構文　( 「英文法大事典」シリーズ / Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum
著 ; 畠山雄二編集 -- 第7巻 )

開拓社 2018.5 835/ハ86

観光危機管理ハンドブック : 観光客と観光ビジネスを災害から守る 朝倉書店 2018.3 688.4/タ87

がんばりやのがんがん--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 8 ) 日本図書センター 2015.7 C10/ニ/888

漢文入門　( ちくま学芸文庫 -- [マ39-1] ) 筑摩書房 2015.12 820/マ89

キーワードで読み解く人工知能 : 『AIの遺電子』から見える未来の世界　( 漫画キャラで学
ぶ大人のビジネス教養シリーズ )

エムディエヌコーポレーション 401/マ90

基礎学問としての会計学 : 構造・歴史・方法 中央経済社 679/イ91
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金融市場における規制・制度の役割　( 比較経済研究所研究シリーズ / 法政大学比較経
済研究所 [編] -- 32 )

日本評論社 2018.3 338.1/キ92

くいしんぼうのもぐもぐ--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 5 ) 日本図書センター 2015.5 C10/ニ/593

クラシック音楽持論・抗論・極論 : 音楽の起源 : 音楽は何のためにあるのか 風詠社 760.4/フ94

ぐりとぐら　( こどものとも劇場 ) 福音館書店 1998.3 C10/フ95

グローバル環境ガバナンス事典 明石書店 2018.5 519.5/ク96

グローバル市場を志向する国際中小企業 : 革新的技術と国際企業家精神を併せ持つ中
小企業の研究

晃洋書房 2018.2 335.3/ナ97

経営学研究の新展開 : 共創時代の企業経営 中央経済社 335/ケ98

経済地理学再考 : 経済循環の「空間的組織化」論による統合 ミネルヴァ書房 2018.3 332.9/カ99

珪藻Navicula図鑑 内田老鶴圃 2018.5 473.7/フ100

形容詞と副詞　( 「英文法大事典」シリーズ / Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum著 ; 
畠山雄二編集 -- 第4巻 )

開拓社 2017.10 835.3/ハ101

ゲームのルールを変えろ : ネスレ日本トップが明かす新・日本的経営 ダイヤモンド社 2013.9 588.067/タ102

幻覚の脳科学 : 見てしまう人びと　( ハヤカワ文庫 -- 8164 . ハヤカワ文庫NF||ハヤカワ 
ブンコ NF ; NF519 )

早川書房 2018.3 493.7/サ103

源氏物語 : 池田本--10　( 新天理図書館善本叢書 -- 第13-22巻 ) 天理大学出版部 080/シ/22104

源氏物語 : 池田本--9　( 新天理図書館善本叢書 -- 第13-22巻 ) 天理大学出版部 080/シ/21105

現代界面コロイド化学の基礎 : 原理・応用・測定ソリューション--第4版 丸善出版 2018.4 431.8/ケ106

現代管理会計論再考 : 会計と管理, 会計と非会計を考える 創成社 2018.3 335.96/ア107

現代中小企業の経営戦略と地域・社会との共生 : 「知足型経営」を考える　( MINERVA現
代経営学叢書 = Modern business economics -- 52 )

ミネルヴァ書房 2018.1 335.3/イ108

現代日本語学入門--改訂版 明治書院 2018.3 810.1/ケ109
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剣道を知る事典 東京堂出版 2009.5 789.3/ケ110

原発災害・避難年表 : 図表と年表で知る福島原発震災からの道 すいれん舎 2018.3 543.49/ケ111

語彙史　( シリーズ日本語史 / 金水敏 [ほか] 編 -- 2 ) 岩波書店 2009.11 810.2/シ/2112

高校野球100年史 東京堂出版 2015.6 783.7/モ113

高校野球甲子園全出場校大事典--増補改訂版 東京堂出版 2008.7 783.7/コ114

高校生のためのゲームで考える人工知能　( ちくまプリマー新書 -- 296 ) 筑摩書房 2018.3 401/ミ115

甲子園高校野球人名事典 : 選手・監督から審判・解説者まで 東京堂出版 2004.7 783.7/コ116

高等学校国語科授業実践報告集--古典編2 明治書院 2014.4-2016.11 375.8/コ/2117

高等学校国語科授業実践報告集--古典編3 明治書院 2014.4-2016.11 375.8/コ/3118

珈琲 (コーヒー) の世界史　( 講談社現代新書 -- 2445 ) 講談社 2017.10 619.8/タ119

国文学古筆切入門--[正]　( 和泉選書 -- 15,43,66 ) 和泉書院 1985.2-1992.5 728.1/フ/1120

国文学古筆切入門--続々　( 和泉選書 -- 15,43,66 ) 和泉書院 1985.2-1992.5 728.1/フ/3121

古事記・風土記　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 1巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/1122

ことば リブロアルテ 748/キ123

コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 丸善出版 2014.4 675/コ124

米の外観品質・食味 : 最新研究と改善技術 養賢堂 2018.2 616.2/コ125

コラージュの彼岸 : マックス・エルンストの制作と展示 ブリュッケ 723.4/イ126

これからの情報科学 学文社 2018.4 401/コ127

こわがりやのぶるる--新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 2 ) 日本図書センター 2015.2 C10/ニ/2128
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今昔物語集・宇治拾遺物語　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 6巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/6129

いま知っておきたい未来のくらしはじめてのＡＩ . １ : こんなにある！身の回りの人工知能
　( いま知っておきたい未来のくらしはじめてのAI -- 1 )

角川アスキー総合研究所 J401/マ130

コンピュータとは何か? = What is a computer? 東京電機大学出版局 2018.5 401/ナ131

清川あさみ採集 パイインターナショナル 2018.5 748/キ132

最新言語理論を英語教育に活用する 開拓社 2012.3 830.7/サ133

サイバニクスが拓く未来 : テクノピアサポートの時代を生きる君たちへ 筑波大学出版会 501.9/サ134

細胞・組織染色の達人 : 実験を正しく組む、行う、解釈する免疫染色とISHの鉄板テクニッ
ク　( 実験医学 -- 別冊 )

羊土社 2018.6 463.07/オ135

財務ディスクロージャーと会計士監査の進化 中央経済社 679.9/チ136

錯覚のスポーツ身体学 東京堂出版 2011.5 781.9/キ137

三びきのやぎのがらがらどん : ノルウェーの昔話　( 傑作絵本劇場 ) 福音館書店 2016.1 C10/フ138

シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち : 近世の観劇と読書 白水社 2018.3 932/キ139

シェイクスピアの遺言書 王国社 2018.6 930.28S/ウ140

ジェフ・ウォール ファイドン 2006.12 748/シ141

ジェンダー写真論1991-2017 里山社 2018.2 740.4/カ142

ブラインドデート展覧会 T&M Projects 2018.3 706.9/シ143

しくみがわかる深層学習 朝倉書店 2018.6 401/テ144

システムアーキテクト合格論文の書き方・事例集 : 情報処理技術者試験対策書--第５版
　( 情報処理技術者試験対策書 )

アイテック 2018.7 549.923/シ145

しっかり知りたいビッグデータとAI　( 丸善ライブラリー -- 388 . 情報研シリーズ||ジョウホウ
ケン シリーズ ; 22 )

丸善出版 2018.6 401/ウ146



平成29年度 和図書卒業記念図書一覧

実験動物学--第2版　( 獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 ) 朝倉書店 2018.3 480.7/シ147

実録・銀行 : トップバンカーが見た興亡の60年史 ディスカヴァー・トゥエンティワン 
2018.2

338.21/マ148

資本主義の精神分析　( 善と悪の経済学 -- 続 ) 東洋経済新報社 2018.6 331.2/セ/2149

主の変容病院・挑発　( スタニスワフ・レムコレクション ) 国書刊行会 2017.7 989.83/レ150

出身校別懐かしの甲子園球児たち 東京堂出版 2005.7 783.7/シ151

樹木学事典 = Encyclopedia of Dendrology 講談社 2018.5 652.703/シ152

情報経済の鉄則 : ネットワーク型経済を生き抜くための戦略ガイド　( Nikkei BP classics ) 日経BP社 401/シ153

情報物語論 : 人工知能・認知・社会過程と物語生成 白桃書房 2018.6 401/オ154

情報理論 : 情報量～誤り訂正がよくわかる 森北出版 2018.6 401/ア155

植物の病気およびその診断 : とくに菌類病の見分け方--増補改訂版　( 植物医科学叢書 
-- No. 5 . カラー図説植物病原菌類の見分け方 : 身近な菌類病を観察する / 堀江博道編
著||カ )

農林産業研究所 615.6/カ/2156

植物病原菌類の所属と形態的特徴--増補改訂版　( 植物医科学叢書 -- No. 5 . カラー図
説植物病原菌類の見分け方 : 身近な菌類病を観察する / 堀江博道編著||カ )

農林産業研究所 615.6/カ/1157

ショスタコーヴィチとスターリン 慶應義塾大学出版会 2018.4 762.8/ウ158

ジョブ理論 : イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム ハーパーコリンズ・ジャパン 2017.8 675/シ159

しりたがりやのなあに--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 10 ) 日本図書センター 2015.10 C10/ニ/10160

事例研究アメーバ経営と管理会計 中央経済社 335.96/オ161

進化する企業城下町 : 進化経済地理学からのアプローチ 古今書院 2018.3 332.9/ソ162

シンキング・マシン : 人工知能の脅威 : コンピュータに「心」が宿るとき。 エムディエヌコーポレーション 401/ト163

人工知能と友だちになれる? : もし、隣の席の子がロボットだったら…マンガでわかるAIと
生きる未来　( 子供の科学★ミライサイエンス )

誠文堂新光社 2018.6 J401/シ164
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人生は短い/月日はめぐる : クレイグ・ポスピシル戯曲集--改訂 而立書房 2018.4 932/ホ165

スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし　( ビッグブック ) 好学社 2010.11 C10/コ166

図解でなっとく!トラブル知らずのシステム設計--エラー制御・排他制御編 日経BP社 549.923/ス167

図解よくわかる衛星測位と位置情報 日刊工業新聞社 2018.3 548.56/ク168

鈴木心の撮影ノート 玄光社 2018.6 743/ス169

ストライヤー生化学--第8版 東京化学同人 2018.8 464/ス170

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5

マセマ出版社 [2018.2] 427/ハ171

スマート社会を実現するIoT/AI(人工知能)/ロボットがサクッとわかる本 : 乗り遅れるな。
IoT、AI、ロボット、センシング技術が社会を変える　( シリーズITソリューション企業総覧 )

日刊工業新聞社 2018.4 401/コ172

生物学のための水と空気の物理 NTS 2016.2 461.2/テ173

世界宗教史 . ２　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/2174

世界宗教史--1　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/1175

世界宗教史--3　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/3176

世界宗教史--4　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/4177

世界宗教史--5　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/5178

世界宗教史--6　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/6179

世界宗教史--7　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/7180

世界宗教史--8　( ちくま学芸文庫 -- [エ-3-1]-[エ-3-8] ) 筑摩書房 2000.3-2000.10 160.2/エ/8181

世界の昆虫英名辞典 = Å dictionary of English names of the world insects--vol.1 : A-L 櫂歌書房 486.033/セ/1182

世界の昆虫英名辞典 = Å dictionary of English names of the world insects--vol.2 : M-Z 櫂歌書房 486.033/セ/2183
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世界の昆虫英名辞典 = Å dictionary of English names of the world insects--vol.3 : 和名
索引・学名索引

櫂歌書房 486.033/セ/3184

世俗諺文　( 新天理図書館善本叢書 -- 第12巻 ) 天理大学出版部 080/シ/12185

セルマ : 勝利をわれらに　( March (マーチ) / ジョン・ルイス, アンドリュー・アイディン作 ; 
ネイト・パウエル画 ; 押野素子訳 -- 3 )

岩波書店 2018.5 316.853/ル/3186

全体主義--新版　( 全体主義の起原 / ハンナ・アーレント [著] ; 大久保和郎, 大島通義, 
大島かおり訳 -- 3 )

みすず書房 2017.8 311.9/ア/3187

前置詞と前置詞句, そして否定　( 「英文法大事典」シリーズ / Rodney Huddleston, 
Geoffrey K. Pullum著 ; 畠山雄二編集 -- 第5巻 )

開拓社 2018.5 835.9/ハ188

全脳エミュレーションの時代 : 人工超知能emが支配する世界の全貌--下 NTT出版 2018.2 401/ハ/2189

全脳エミュレーションの時代 : 人工超知能emが支配する世界の全貌--上 NTT出版 2018.2 401/ハ/1190

ソーシャル・マーケティング : 貧困に克つ7つの視点と10の戦略的取り組み 丸善 2010.1 369.15/コ191

ソール・ライター写真集WOMEN スペースシャワーネットワーク 2018.5 748/ラ192

ソナタ形式の修辞学 : 古典派の音楽形式論 音楽之友社 2018.6 761.7/ホ193

ソラリス　( スタニスワフ・レムコレクション ) 国書刊行会 2004.9 989.83/レ194

ソロモン消費者行動論--下 丸善出版 2015.1 675/ソ/3195

ソロモン消費者行動論--上 丸善出版 2015.1 675/ソ/1196

ソロモン消費者行動論--中 丸善出版 2015.1 675/ソ/2197

大失敗　( スタニスワフ・レムコレクション ) 国書刊行会 2007.1 989.83/レ198

高い城・文学エッセイ　( スタニスワフ・レムコレクション ) 国書刊行会 2004.12 989.84/レ199

竹取物語・源氏物語　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 2巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/2200

ためしてわかる身のまわりのテクノロジー : ＡＩ時代を生きぬく問題解決のチカラが育つ　( 
子供の科学STEM (ステム) 体験ブック )

誠文堂新光社 2018.7 J407/コ/2201
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誰が音楽をタダにした? : 巨大産業をぶっ潰した男たち　( ハヤカワ文庫 -- 8163 . ハヤカ
ワ文庫NF||ハヤカワ ブンコ NF ; NF518 )

早川書房 2018.3 760.6/ウ202

単一光子と量子もつれ光子 : 量子光学と量子光技術の基礎　( 基本法則から読み解く物
理学最前線 -- 19 )

共立出版 2018.6 425.1/エ203

短篇ベスト10　( スタニスワフ・レムコレクション ) 国書刊行会 2015.5 989.83/レ204

中等英語教育　( 教師教育講座 -- 第16巻 ) 協同出版 2014.10 374.3/キ/16205

中部アメリカ　( 世界地誌シリーズ -- 10 ) 朝倉書店 2018.3 290.8/セ/10206

帳簿の世界史　( 文春文庫 -- [S-22-1] ) 文藝春秋 2018.4 679/ソ207

ちらかしやのぽいっと--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 6 ) 日本図書センター 2015.5 C10/ニ/6208

沈黙とイメージ : 写真をめぐるエッセイ 赤々舎 2018.5 740.4/タ209

作って動かすALife : 実装を通した人工生命モデル理論入門 オライリー・ジャパン 401/ツ210

徒然草　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 4巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/4211

ディープラーニング入門 : Pythonではじめる金融データ解析　( FinTechライブラリー ) 朝倉書店 2018.5 338/ツ212

帝国主義--新版　( 全体主義の起原 / ハンナ・アーレント [著] ; 大久保和郎, 大島通義, 
大島かおり訳 -- 2 )

みすず書房 2017.8 311.9/ア/2213

データ構造とアルゴリズム　( 電子情報通信レクチャーシリーズ / 電子情報通信学会編 -
- B-8 )

コロナ社 2018.2 549.926/テ214

データサイエンスのための統計学入門 : 予測、分類、統計モデリング、統計的機械学習と
Rプログラミング

オライリー・ジャパン 417.5/フ215

デスクトップLinuxで学ぶコンピュータ・リテラシー--第2版 朝倉書店 2018.4 549.924/テ216

天の声　( スタニスワフ・レムコレクション ) 国書刊行会 2005.10 989.83/レ217

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 )

CQ出版 2018.5 549.3/ア218
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電力と政治 : 日本の原子力政策全史--下 勁草書房 2018.2 539.091/カ/2219

電力と政治 : 日本の原子力政策全史--上 勁草書房 2018.2 539.091/カ/1220

トイ楽器の本 : 眺めてかわいい、弾いて楽しい魅惑の音色たち DU BOOKS 763/ヨ221

東海道中膝栗毛・江戸のお話　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 9巻
 )

学研教育出版 J910.8/エ/9222

東南アジア・オセアニア　( 世界地誌シリーズ -- 7 ) 朝倉書店 2014.6 290.8/セ/7223

図書館愛書家の楽園--: 新装版 白水社 2018.6 010.2/マ224

読解のための古典文法教室 : 大学生・古典愛好家へ贈る 和泉書院 2018.4 815/オ225

ともだち リブロアルテ 748/キ226

内部統制の法的責任に関する研究 日本公認会計士協会出版局 2013.3 335.96/ナ227

なぜ、脳はそれを嫌がるのか? = Why the brain dislikes it サンマーク出版 2018.3 498.39/ス228

日常の断片 = Fragment of everyday life : 須田一政写真集 青幻舎 2018.4 748/ス229

日米地域銀行の存続と再編 : なぜ日本の地域銀行は減っていくのか　( Minerva現代経済
学叢書 -- 122 )

ミネルヴァ書房 2018.4 338.253/ユ230

日本演劇現在形 : 時代を映す作家が語る、演劇的想像力のいま フィルムアート社 2018.1 772.1/ニ231

日本魚類館 : 精緻な写真と詳しい解説　( 小学館の図鑑Z(ゼット) ) 小学館 2018.3 487.5038/ニ232

日本経済論 : 史実と経済学で学ぶ 日本評論社 2018.1 332.1/サ233

日本伝統文化の英語表現事典 = The quick guide to traditional Japanese arts and 
handicrafts

丸善出版 2018.6 750.21/カ234

日本の美術館めぐり : 企画展だけじゃもったいない G.B. 2018.1 706.9/ウ235

日本語学キーワード事典--新装版 朝倉書店 2007.1 810.33/ニ236
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日本語史のインタフェース　( シリーズ日本語史 / 金水敏 [ほか] 編 -- 4 ) 岩波書店 2008.7 810.2/シ/4237

日本産水生昆虫 : 科・属・種への検索--1--第2版 東海大学出版部 2018.3 486/ニ/1238

日本産水生昆虫 : 科・属・種への検索--2--第2版 東海大学出版部 2018.3 486/ニ/2239

日本産水生昆虫 : 科・属・種への検索--索引--第2版 東海大学出版部 2018.3 486/ニ/3240

人間の条件 : そんなものない--増補新版　( よりみちパン!セ -- YP03 ) 新曜社 2018.5 J361/タ241

認知言語学とは何か? : あの先生に聞いてみよう くろしお出版 2018.6 801/ニ242

ネイサン・フォークスが教えるチャコールで描くポートレート ボーンデジタル 2018.2 725.3/フ243

能・狂言・歌舞伎　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 8巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/8244

ハインリヒ・シェンカーの音楽思想 : 楽曲分析を超えて 九州大学出版会 2018.6 761/ニ245

はじめてのデジタル画像処理 : 図解でわかる : 画像処理技術を基礎から体系的に学べる
--増補改訂版

技術評論社 2018.3 549.928/ヤ246

はじめよう!システム設計 : 要件定義のその後に 技術評論社 2018.2 549.923/ハ247

はらぺこあおむし　( ビッグブック ) 偕成社 1994.5 C10/カ248

針と溝 = stylus & groove 本の雑誌社 2018.1 748/サ249

バルトーク音楽論選　( ちくま学芸文庫 -- [ハ48-1] ) 筑摩書房 2018.6 760.4/ハ250

バレエ語辞典 : バレエにまつわる言葉をイラストと豆知識で踊りながら読み解く 誠文堂新光社 2018.4 766.6/ト251

反ユダヤ主義--新版　( 全体主義の起原 / ハンナ・アーレント [著] ; 大久保和郎, 大島通
義, 大島かおり訳 -- 1 )

みすず書房 2017.8 311.9/ア/1252

ビジネススクールで教えている会計思考77の常識 日経BP社 335.96/ニ253

ビジネスパーソンのための人工知能入門 マイナビ出版 2018.5 401/ス254
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非暴力の闘い　( March (マーチ) / ジョン・ルイス, アンドリュー・アイディン作 ; ネイト・パウ
エル画 ; 押野素子訳 -- 1 )

岩波書店 2018.3 316.853/ル/1255

百人一首・短歌　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 5巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/5256

平昌オリンピック日本代表選手団　( 日本オリンピック委員会公式写真集 -- 2018 ) アフロ 780.6/ヒ257

ビルマ仏教遺跡 柏書房 2003.11 702.23/イ258

風景--総目次・索引(別冊)--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ259

風景--第1巻--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ/1260

風景--第2巻--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ/2261

風景--第3巻--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ/3262

風景--第4巻--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ/4263

風景--第5巻--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ/5264

風景--第6巻--復刻版 不二出版 2018.4- 291/フ/6265

ブーレーズ/ケージ往復書簡 : 1949-1982 みすず書房 2018.4 762.5/フ266

フォトクロミズムの新展開と光メカニカル機能材料--普及版　( CMCテクニカルライブラ
リー -- 655 . 新材料・新素材シリーズ||シンザイリョウ・シンソザイ シリーズ )

シーエムシー出版 2018.7 431.5/フ267

複合危機 : ゆれるグローバル経済 日本経済評論社 2017.12 333.6/フ268

ブラインドデート = Blind date T&M Projects 2017.6 748/シ269

ブラジル　( 世界地誌シリーズ -- 6 ) 朝倉書店 2013.10 290.8/セ/6270

ブルックナー研究 音楽之友社 2018.4 762.4/ノ271

ブルックナー交響曲 春秋社 2018.3 764.31/ヒ272

プロに学ぶPremiere Proカット編集テクニック エムディエヌコーポレーション 746.7/イ273
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プログラマーとお仕事をするということ : 折れないプロジェクトは異文化コミュニケーション
から

翔泳社 2018.1 401/ク274

文化遺産シェア時代 : 価値を深掘る"ずらし"の視角 社会評論社 2018.3 709.2/カ275

文化芸術基本法の成立と文化政策 : 真の文化芸術立国に向けて　( 文化とまちづくり叢
書 )

水曜社 2018.3 701.9/フ276

文化政策の思想　( 文化政策の現在 / 小林真理編 -- 1 ) 東京大学出版会 2018.2 701.9/フ277

文法変化の研究 くろしお出版 2018.5 815.02/コ278

平家物語　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 7巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/7279

米国財務会計基準の実務--第10版 中央経済社 679/ハ280

ペインティングレッスン : 古典に学ぶリアリズム絵画の構図と色 ボーンデジタル 2014.10 724.3/ア281

ベートーヴェンの生涯　( 平凡社ライブラリー -- 867, [あ21-2] ) 平凡社 2018.5 762.4/ア282

ポスト・ローマ　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラングフォード原著監修]
 ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第2巻 )

慶應義塾大学出版会 2010.10 233/オ/2283

ホロヴィッツ : 20世紀最大のピアニストの生涯と全録音 アルファベータブックス 2018.4 763.2/ナ284

ホンマタカシの換骨奪胎 : やってみてわかった!最新映像リテラシー入門 新潮社 2018.6 740.1/ホ285

マーケティング入門　( Management text ) 日本経済新聞出版社 2009.7 675/オ286

枕草子　( 絵で見てわかるはじめての古典 / 田中貴子監修 -- 3巻 ) 学研教育出版 J910.8/エ/3287

まちを読み解く : 景観・歴史・地域づくり 朝倉書店 2017.10 361.7/マ288

間違いが多い電気知識 東京図書出版 540/シ289

まねっこのまねりん--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 9 ) 日本図書センター 2015.7 C10/ニ/9290

黛敏郎 : 古代と現代を極めた天才　( 日本の音楽家を知るシリーズ ) ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス 2018.6

762.1/マ291
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マンガでわかる!人工知能 : AIは人間に何をもたらすのか : artificial intelligence SBクリエイティブ 2018.5 401/カ292

マンガでわかる「オペラ」の見かた : “あらすじ"がわかればもっと観劇が愉しくなる! 誠文堂新光社 2018.4 766.1/マ293

みすず書房旧社屋　( Série bibliotheca -- 1/3 ) 幻戯書房 2016.11 023.1/ウ294

見てわかるUnity2017 C#スクリプト超入門　( Game developer books ) 秀和システム 2018.1 798/シ295

村野藤吾の建築 : 昭和・戦前 鹿島出版会 2011.2 523.1/ハ296

もぐらバス　( ビッグブック ) 偕成社 2011.9 C10/カ297

ももたろう　( 傑作絵本劇場 ) 福音館書店 2016.1 C10/フ298

薬毒物試験法と注解--2017 東京化学同人 2017.5 499.4/ヤ299

やさしくまるごと中学国語 : おうちでガッチリ３年分の個別指導 [学研プラス] [2013.8] 375.8/ナ300

ユーリー・テミルカーノフ モノローグ アルファベータブックス 2018.2 762.8/テ301

夜明けのスコータイ遺跡 雄山閣 2014.3 223.7/イ302

要素障害診断事典--新版 農山漁村文化協会 2018.7 615.6/ヨ303

ライフサイエンス顕微鏡学ハンドブック 朝倉書店 2018.1 460.72/ラ304

リアリズム演技 : 想像の設定の中で真実に生きるためにニューヨークで学んだこと 而立書房 2018.5 771.6/ホ305

リスク共生学 : 先端科学技術でつくる暮らしと新たな社会 丸善出版 2018.6 519.59/リ306

量子ウォーク : 基礎と数理 = Quantum walk : introduction and fundamental theory 裳華房 2018.6 417.1/マ307

量子力学 : 物質科学に向けて 東京大学出版会 2018.5 429.1/フ308

量子力学が描く希望の世界 青土社 2018.7 429.1/サ309

量子流体力学 丸善出版 2018.1 423.8/リ310
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類聚名義抄 : 観智院本--1: 仏　( 新天理図書館善本叢書 -- 第9巻-第11巻 ) 天理大学出版部 080/シ/9311

類聚名義抄 : 観智院本--2: 法　( 新天理図書館善本叢書 -- 第9巻-第11巻 ) 天理大学出版部 080/シ/10312

労働力不足の経済学 : 日本経済はどう変わるか 日本評論社 2018.2 332.1/コ313

ローマ帝国時代のブリテン島　( オックスフォードブリテン諸島の歴史 / [ポール・ラング
フォード原著監修] ; 鶴島博和日本語版監修 -- 第1巻 )

慶應義塾大学出版会 2011.5 233/オ/1314

ロシア　( 世界地誌シリーズ -- 9 ) 朝倉書店 2017.9 290.8/セ/9315

ロボット工学と仏教 : AI時代の科学の限界と可能性 佼成出版社 2018.6 180.4/モ316

ロボットと生きる社会 : 法はAIとどう付き合う? 弘文堂 2018.1 401/ロ317

ロボット--それは人類の敵か、味方か : 日本復活のカギを握る、ロボティクスのすべて ダイヤモンド社 2018.1 501.9/ナ318

わかりやすい高周波測定技術 日刊工業新聞社 2018.3 548.18/ワ319

ワシントン大行進　( March (マーチ) / ジョン・ルイス, アンドリュー・アイディン作 ; ネイト・パ
ウエル画 ; 押野素子訳 -- 2 )

岩波書店 2018.4 316.853/ル/2320

わすれんぼうのぽっけ--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 4 ) 日本図書センター 2015.5 C10/ニ/4321

私と私 = Me and me 青幻舎 2018.4 748/ミ322

わらいんぼうのげらら--: 新装版　( こんなこいるかな / 有賀忍作 -- 11 ) 日本図書センター 2015.10 C10/ニ/11323

323和図書 件
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Japanese tourism : spaces, places and structures--: pbk　( Asia Pacific studies -- v. 5 ) Berghahn 2015 688.21/F1

Living cities in Japan : citizens' movements, machizukuri and local environments--: 
pbk　( The Nissan Institute/Routledge Japanese studies series )

Routledge 2007 519.8/L2

The Figurative Artist's Handbook : A Contemporary Guide to Figure Drawing, Painting, 
and Composition.

Monacelli Studio c2016 724.74/Z3

The Routledge handbook of hospitality studies--: hbk　( Routledge handbooks ) Routledge 2017 673/R4

The SAGE international encyclopedia of travel and tourism--v. 1 SAGE Reference c2017 688.033/S/15

The SAGE international encyclopedia of travel and tourism--v. 2 SAGE Reference c2017 688.033/S/26

The SAGE international encyclopedia of travel and tourism--v. 3 SAGE Reference c2017 688.033/S/37

The SAGE international encyclopedia of travel and tourism--v. 4 SAGE Reference c2017 688.033/S/48

8洋図書 件

331 件合計


