書名

配置場所

請求記号

Pythonで学ぶ音源分離 / 戸上真人著. -- インプレス, 2020.8. -- (機械学習実践シリーズ).

3F開架新体系

007.1//TO21//6272

3F開架新体系

007.13//KA86//7412

3F開架新体系

007.13//MI76//3085

3F開架新体系

007.3//N37//5871

3F開架新体系

007.63//A27//7246

3F開架新体系

007.635//Y58//5657

3F開架新体系

007.64//MA14//3587

3F開架新体系

111//MA14//4193

3F開架新体系

123.83//KO84//6292

3F開架新体系

131.3//P71//5205

3F開架新体系

134.2//A71//6013

3F開架新体系

134.97//W79//1449

3F開架新体系

141.5//L56//7272

3F開架新体系

141.7//SI5//3998

3F開架新体系

141.72//U39//7332

3F開架新体系

164//SH66//6539

3F開架新体系

193.61//N48//6287

3F開架新体系

209.4//H33//2651

3F開架新体系

227//W36//3495

3F開架新体系

234.05//Z3//5191

3F開架新体系

289//J52//7617

3F開架新体系

406.9//MA43//3967

3F開架新体系

410//I43//0860

3F開架新体系

417//I11//1315

機械学習のエッセンス : 実装しながら学ぶPython、数学、アルゴリズム / 加藤公一著. -SBクリエイティブ, 2018.9. -- (Machine Learning).
響きあう社会、他者、自己 / 三宅陽一郎, 大山匠著. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2020.7. -- (人
工知能のための哲学塾 ; 未来社会篇).
サイバー攻撃の教科書 / 中村行宏著. -- データハウス, 2019.4. -- (ハッカーの学校 /
IPUSIRON著 ; MAD編).
ソフトウェア工学入門 / 鯵坂恒夫著. -- サイエンス社, 2008.3. -- (Computer science library
; 16).
プログラマのための文字コード技術入門 / 矢野啓介著. -- 改訂新版. -- 技術評論社, 2019.1.
-- (Web+DB Pressプラスシリーズ).
世界で闘うプログラミング力を鍛える本 : コーディング面接189問とその解法 / Gayle
Laakmann McDowell著 ; 岡田佑一, 小林啓倫訳. -- マイナビ出版, 2017.2.
The fragmentation of being / Kris McDaniel ; : pbk.. -- Oxford University Press, 2019,
c2017.
論語 : 関西弁超訳 / 孔子と弟子たち語り ; 八田真太超訳・解説. -- アールズ出版, 2012.11.
ソクラテスの弁明 : 関西弁訳 / プラトン著 ; 北口裕康訳. -- パルコエンタテインメント事業
局, 2009.5.
カント事典 / 有福孝岳 [ほか] 編. -- 縮刷版. -- 弘文堂, 2014.6.
Wittgenstein and Heidegger / edited by David Egan, Stephen Reynolds, and Aaron James
Wendland ; : pbk. -- Routledge, 2015. -- (Routledge studies in twentieth century
philosophy ; 35).
子どもは40000回質問する : あなたの人生を創る「好奇心」の驚くべき力 / イアン・レズ
リー著 ; 須川綾子訳. -- 光文社, 2016.4.
人が自分をだます理由 : 自己欺瞞の進化心理学 / ケヴィン・シムラー, ロビン・ハンソン著
; 大槻敦子訳. -- 原書房, 2019.3.
「やる気」を育てる! : 科学的に正しい好奇心、モチベーションの高め方 / 植木理恵著. -- 日
本実業出版社, 2018.9.
世界鳥類神話 / 篠田知和基著. -- 八坂書房, 2017.6.
コテコテ大阪弁訳「聖書」 / ナニワ太郎, 大阪弁訳聖書推進委員会訳 ; : 新装版. -- データハ
ウス, 2012.6.
Introduction to Byzantium, 602-1453 / Jonathan Harris ; : pbk. -- Routledge, 2020.
Exploring an Islamic empire : fatimid history and its sources / Paul E. Walker ; : hb, : pb.
-- I.B.Tauris, in association with Institute of Ismaili Studies, 2002. -- (Ismaili heritage
series ; 7).
Preußen, Deutschland, Polen : Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen
Beziehungen / Klaus Zernack ; herausgegeben von Wolfram Fischer und Michael G. Mü
ller. -- 2. Aufl. -- Duncker & Humblot, 2001. -- (Historische Forschungen ; Bd. 44).
菅原道真事典 / 神社と神道研究会編. -- 勉誠出版, 2004.12.
恐竜の魅せ方 : 展示の舞台裏を知ればもっと楽しい / 真鍋真著. -- CCCメディアハウス,
2019.7.
読むだけでわかる数学再入門 / 今井博著 ; 微分・積分編, 線形代数編. -- インデックス出版,
2017.12-. a.
ベイズモデリングの世界 / 伊庭幸人編. -- 岩波書店, 2018.1.

熱・統計力学 / 戸田盛和著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017.12. -- (物理入門コース / 戸田盛和,

3F開架新体系

420.8//B97//6854

3F開架新体系

426//F28//7022

3F開架新体系

459.9//N92//4247

3F開架新体系

460.34//W77//4123

3F開架新体系

496.9//SP3//4192

3F開架新体系

509.6//R74//1306

3F開架新体系

517//B77//3364

3F開架新体系

519//I36//4518

3F開架新体系

519//P71//4789

3F開架新体系

519//SU19//3698

ドローン工学入門 : モデリングから制御まで / 野波健蔵著. -- コロナ社, 2020.9.

3F開架新体系

538.6//N95//3370

電気回路の基礎 / 曽根悟, 檀良著. -- 新版. -- 朝倉書店, 2014.9.

3F開架新体系

541.1//SO42//6870

コンピュータアーキテクチャ / 福本聡, 岩崎一彦著. -- 第2版. -- 朝倉書店, 2015.3.

3F開架新体系

548.2//F77//3996

ケミカルビジネス情報MAP : すぐわかる化学業界 ; 2011 - 2020. -- 化学工業日報社, 2010-. 3F開架新体系

570.9//C38//1313

中嶋貞雄編).
Thermal energy at the nanoscale / Timothy S. Fisher (Purdue University, USA) ; :
softcover. -- World Scientific, c2014. -- (Lessons from nanoscience : a lecture note
series / series editors, Mark Lundstrom and Suprio Datta ; v. 3).
結晶学と構造物性 : 入門から応用,実践まで / 野田幸男著. -- 内田老鶴圃, 2017.1. -- (物質・
材料テキストシリーズ / 藤原毅夫, 藤森淳, 勝藤拓郎監修).
種を記載する : 生物学者のための実際的な分類手順 / ジュディス・E・ウィンストン著 ; 馬
渡峻輔, 柁原宏訳. -- 新井書院, 2008.6.
Specific language impairment : current trends in research / edited by Stavroula
Stavrakaki ; : hb. -- John Benjamins Pub. Co., c2015. -- (Language acquisition &
language disorders / editors, Harald Clahsen, William Rutherford ; v. 58).
トヨタのカタ : 驚異の業績を支える思考と行動のルーティン / マイク・ローザー著 ; 稲垣公
夫訳. -- 日経BP社.
カウントダウン : 世界の水が消える時代へ / レスター・R.ブラウン著 ; 佐藤千鶴子[ほか]訳.
-- 海象社, 2020.8.
コア・テキスト環境経済学 / 一方井誠治著. -- 新世社. -- (ライブラリ経済学コア・テキスト
&最先端 ; 16).
プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命 / シャンタル・プラモンドン, ジェ
イ・シンハ著 ; 服部雄一郎訳. -- NHK出版, 2019.5.
はじめてのエシカル : 人、自然、未来にやさしい暮らしかた / 末吉里花著. -- 山川出版社,
2016.11.

Marvelous images : on values and the arts / Kendall L. Walton ; : pbk, : hardcover. --

3F開架新体系

701.1//W37//5197

3F開架新体系

701//W37//5190

THETAプラグインで電子工作 / 山本勝也著. -- シーアンドアール研究所, 2021.2.

3F開架新体系

746//Y31//7513

生成言語研究の現在 (いま) / 池内正幸, 郷路拓也編著. -- ひつじ書房, 2013.3.

3F開架新体系

801.5//I35//3852

大学院入試の英文法 / 湯川彰浩著. -- 秀和システム, 2017.3.

3F開架新体系

835//Y97//3825

宇治の文学碑を歩く / 小西亘著. -- 澪標, 2019.2.

3F開架新体系

910.2//KO75//4718

3F開架新体系

910.268//O33//2577

3F開架新体系

911.162//SH49//3321

3F開架新体系

913.6//H55//7020

3F開架新体系

913.6//MU43//5198

3F開架新体系

933.7//H89//3943

Crazy rich Asians / Kevin Kwan ; pbk.. -- Anchor Books, 2014, c2013.

3F開架新体系

933.7//KW//3942

Where the crawdads sing / Delia Owens ; : pbk. -- G.P. Putnam's Sons, 2019.

3F開架新体系

933.7//O93//3924

3F開架大型本

L469//L32//8319

3F開架大型本

L489.9//P93//9426

Oxford University Press, c2008.
Mimesis as make-believe : on the foundations of the representational arts / Kendall L.
Walton ; : pbk. -- Harvard University Press, 1993.

堀辰雄がつなぐ文学の東西 : 不条理と反語的精神を追求する知性 / 大石紗都子著. -- 晃洋書
房, 2019.3.
片山廣子短歌研究 : 芥川龍之介との「うた」の道行 / 清水麻利子著. -- 角川文化振興財団.
The miracles of the Namiya General Store / Keigo Higashino ; translation by Sam Bett. -Yen ON, 2019.
Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage / Haruki Murakami ; translated
from the Japanese by Philip Gabriel ; : pbk. -- 1st Vintage International ed. -- Vintage
International, 2015.
Magpie murders / Anthony Horowitz ; : pbk. -- Harper Perennial ed. -- Harper, Perennial,
2018.

Our origins : discovering biological anthropology / Clark Spencer Larsen ; : pbk. -- 5th ed.
-- W.W. Norton & Company, c2020.
Primates in perspective / edited by Christina J. Campbell ... [et al.] ; : pbk. -- 2nd ed.. -Oxford University Press, 2011.

ザンビアを知るための55章 / 島田周平, 大山修一編著. -- 明石書店, 2020.8. -- (エリア・ス

4F開架新体系

302.482//SH36//3649

4F開架新体系

309//H25//2723

4F開架新体系

312.9//C48//3970

4F開架新体系

327.934//SU96//7540

4F開架新体系

330//N39//4498

4F開架新体系

332.22//R98//7086

4F開架新体系

334.335//F84//7325

4F開架新体系

336.04//A44//4231

4F開架新体系

336.4//KU53//1316

4F開架新体系

336.49//ME95//4627

4F開架新体系

336.55//MO45//2575

4F開架新体系

336.84//A87//7519

4F開架新体系

336//Y55//7543

4F開架新体系

338.97//E59//3363

4F開架新体系

365.3//B68//7019

4F開架新体系

369.42//SU96//7613

4F開架新体系

373.7//H99//8216

4F開架新体系

374.4//TA91//3826

4F開架新体系

375.1//SH18//4487

キャリア教育概説 / 日本キャリア教育学会編. -- 新版. -- 東洋館出版社, 2020.9.

4F開架新体系

375.6//N71//3851

小学校英語教育概論 / ポール・バテン [ほか] 編著. -- 美巧社, 2020.3.

4F開架新体系

375.893//B27//3471

英語教師のための音声指導Q&A / 内田洋子, 杉本淳子著. -- 研究社, 2020.4.

4F開架新体系

375.893//U14//3266

4F開架新体系

378//A41//7518

4F開架新体系

601.1//SH96//4156

4F開架新体系

675//I75//5202

4F開架新体系

699//L49//2624

4F新書版

159//F56//8192

絶対に挫折しない日本史 / 古市憲寿著. -- 新潮社, 2020.9. -- (新潮新書 ; 876).

4F新書版

210.1//F93//4480

検証検察庁の近現代史 / 倉山満著. -- 光文社, 2018.3. -- (光文社新書 ; 935).

4F新書版

327.13//KU57//4920

教育は変えられる / 山口裕也著. -- 講談社, 2021.1. -- (講談社現代新書 ; 2604).

4F新書版

370.4//Y24//7615

現代アート、超入門! / 藤田令伊著. -- 集英社, 2009.3. -- (集英社新書 ; 0484F).

4F新書版

702.07//F67//4842

4F新書版

816.2//SE93//5880

タディーズ ; 180).
問いからはじめる社会運動論 / 濱西栄司 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2020.6. -- (有斐閣ストゥディ
ア).
地政学 / 奥山真司監修. -- 新星出版社, 2020.6. -- (サクッとわかるビジネス教養).
近代民事訴訟法史・ドイツ / 鈴木正裕著. -- 信山社, 2011.10. -- (学術選書 ; 79 . 民事訴訟
法).
目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 / 中野剛志著 ; 基礎知識編. -- ベストセラーズ,
2019.4.
人鬼之间 : 宋代的巫术审判 / 柳立言著. -- 中西書局, 2020.10.
フランスにおける家族政策の起源と発展 : 第三共和制から戦後までの「連続性」 / 福島都茂
子著. -- 法律文化社, 2015.3.
アメーバ経営の進化 : 理論と実践 / アメーバ経営学術研究会編. -- 中央経済社.
リモートチームでうまくいく : マネジメントの"常識"を変える新しいワークスタイル / 倉貫
義人著. -- 日本実業出版社, 2015.12.
The culture map : decoding how people think, lead, and get things done across cultures /
Erin Meyer ; : pbk. -- International ed. -- PublicAffairs, c2015.
外資系コンサルの資料作成術 : 短時間で強烈な説得力を生み出すフレームワーク / 森秀明
著. -- ダイヤモンド社, 2014.2.
今から始める・見直す内部統制の仕組みと実務がわかる本 / 浅野雅文著. -- 中央経済社.
最強の縄文型ビジネス : イノベーションを生み出す4つの原則 / 谷中修吾著. -- 日本経済新
聞出版社, 2019.8.
ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元 / 遠藤誉, 白井一成著 ; 中国問題グローバル研究
所(GRICI)編. -- 実業之日本社, 2020.8.
Radical solutions to the housing supply crisis / Duncan Bowie ; : pbk. -- Policy Press,
2017. -- (Policy Press shorts . Policy & practice).
子どもの放課後支援の社会学 / 鈴木瞬著. -- 学文社, 2020.12.
教員の職場適応と職能形成 : 教員縦断調査の分析とフィードバック / 川上泰彦編著. -- ジ
アース教育新社, 2021.1. -- (兵庫教育大学教育実践学叢書 ; 6).
学校行事の学校心理学 / 樽木靖夫著. -- ナカニシヤ出版, 2013.2.
教科の本質と授業 : 民間教育研究運動のあゆみと実践 / 柴田義松編著. -- 日本標準, 2009.8.
-- (『教科の本質がわかる授業』シリーズ ; 総論編).

ワーキングメモリと発達障害 / T.P.アロウェイ著 ; 湯澤美紀, 湯澤正通訳. -- 北大路書房,
2011.9. -- (教師のための実践ガイド ; 2).
戦後日本の開発と民主主義 : 地域にみる相剋 / 庄司俊作編著. -- 昭和堂, 2017.3. -- (同志社
大学人文科学研究所研究叢書 ; 52).
消費者行動における感覚と評価メカニズム : 購買意思決定を促す「何となく」の研究 / 石井
裕明著. -- 千倉書房, 2020.1.
La nouvelle économie de l'audiovisuel / Alain Le Diberder. -- La Découverte, c2019. -(Collection Repères ; 723 . Culture-communication).
僕たちは14歳までに何を学んだか / 藤原和博著. -- SBクリエイティブ, 2019.2. -- (SB新書 ;
464).

日本語のレトリック : 文章表現の技法 / 瀬戸賢一著. -- 岩波書店, 2002.12. -- (岩波ジュニア
新書 ; 418).

心理系大学院入試頻出英単語 / 中央ゼミナールステップアップサポート部心理系スタッフ
著. -- オクムラ書店, 2008.5.

5F英語学習

834//C66//3644

