
阪南大学図書館

1/7 2021/2/15

2020年10月公開分
◎EBSCO eBook Col l ect i on 追加リ スト 　 / 蔵書検索（ Ｏ Ｐ Ａ Ｃ ） でも 検索可（ 登録さ れています）

No. 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

1 情報を集める技術・伝える技術 : 情報社会の一員として備えておくべき基礎知識 飯尾淳著 近代科学社 Digital 2019 002.7
2 C# 画像処理・数値プログラミング : Visual C# 2017 対応 石立喬著 マイナビ 2018.2 006.6
3 デジタル動画像処理 : 理論と実践 三池秀敏, 古賀和利編/橋本基 [ほか] 著 大学教育出版 2018.7 007.1
4 現代暗号の誕生と発展 : ポスト量子暗号・仮想通貨・新しい暗号 岡本龍明著 近代科学社 2019.1 007.1
5 コンピュータシミュレーション 改訂2版 伊藤俊秀, 草薙信照共著 オーム社 2019.1 007.1
6 将棋AIで学ぶディープラーニング 山岡忠夫著 マイナビ出版 2018.3 007.1
7 機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) : Pythonによるシミュレーション 小高知宏著 オーム社 2018.5 007.1
8 マンガでわかる機械学習 荒木雅弘著/渡まかな作画/ウェルテ制作 オーム社 2018.8 007.1
9 量子コンピュータが変える未来 寺部雅能, 大関真之共著 オーム社 2019 007.1
10 人工知能と社会 : 2025年の未来予想 栗原聡 [ほか] 共著 オーム社 2018.2 007.13
11 いちばんやさしいAI〈人工知能〉超入門 大西可奈子著 マイナビ出版 2018.3 007.13
12 詳説人工知能 : アルファ碁を通して学ぶディープラーニングの本質と知識ベースシステム 上野晴樹著 オーム社 2019.5 007.13
13 裏側から視るAI : 脅威・歴史・倫理  中川裕志著 近代科学社 2019 007.13
14 ある日突然AIがあなたの会社に  (マイナビ新書) 細川義洋著 マイナビ [2018] 007.13
15 ビジネスパーソンのための人工知能入門 巣籠悠輔著 マイナビ 2018 007.13
16 やさしく学ぶディープラーニングがわかる数学のきほん : アヤノ&ミオと学ぶディープラーニングの理論と数学, 実装 立石賢吾著 マイナビ 2019 007.13
17 人間知能と人工知能 : あるAI研究者の知能論  大須賀節雄著 オーム社 2020 007.13
18 PyTorchによる発展ディープラーニング : つくりながら学ぶ! , 小川雄太郎著 マイナビ出版 2019 007.13
19 メディア社会論   (有斐閣ストゥディア) 辻泉, 南田勝也, 土橋臣吾編 有斐閣 2018 007.3
20 ロボット・AIと法  弥永真生, 宍戸常寿編 有斐閣 2018 007.3
21 情報モラル&情報セキュリティ : 40の事例でわかりやすく解説! 改訂3版 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.3
22 激動の時代のコンテンツビジネス・サバイバルガイド : プラットフォーマーから海賊行為まで押し寄せる荒波を乗りこなすために マイケル D.スミス, ラフル テラング著/小林啓倫訳 白桃書房 2019.6 007.35
23 Rで学ぶデータサイエンス : データマイニングの基礎から深層学習まで 北栄輔著 オーム社 2018.7 007.6
24 Rによるやさしいテキストマイニング  活用事例編 小林雄一郎著 オーム社 2017.2- 007.6
25 テキストマイニング入門 : ExcelとKH Coderでわかるデータ分析 末吉美喜著 オーム社 2019.2 007.6
26 マインドインタラクション : AI学者が考える「ココロ」のエージェント 山田誠二, 小野哲雄著 近代科学社 2019.8 007.6
27 学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報リテラシー デジタル 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.6
28 情報リテラシー : Windows 10 Office 2019対応 デジタル 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.6
29 情報リテラシー. アプリ編 : Windows 10, Office 2019対応 デジタル 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.6
30 情報リテラシー. 入門編  : Windows 10, Office 2019対応 デジタル 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.6
31 情報リテラシー. 総合編 : Windows 10, Office 2019対応 デジタル 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.6
32 ITパスポート試験でるかも予想問題集 デジタル  (よくわかるマスター) 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.6
33 基本情報技術者試験対策テキスト. 著作富士通エフ・オー・エム株式会社 デジタル  (よくわかるマスター) FOM出版 2020 007.6
34 入門データベース 植村俊亮著 オーム社 2018.11 007.609
35 Excelからはじめるビッグデータ分析 : 実践で学ぶ、ビッグデータ活用の基本から分析方法まで 針原森夫著 マイナビ出版 2018.1 007.609
36 ブロックチェーンアプリケーション開発の教科書 : 作って学ぶ, 暗号通貨とスマートコントラクトの理論と実践 加嵜長門, 篠原航著 マイナビ出版 2018.1 007.609
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37 実戦データマイニング : AIによる株と為替の予測 月本洋, 松本一教共著 オーム社 2018.6 007.609
38 Pythonによるデータマイニングと機械学習 藤野巖著 オーム社 2019 007.609
39 ITサービスのためのアジャイル : OSSを用いた開発・運用の自動化 片岡雅憲, 小原由紀夫, 光藤昭男著/日本プロジェクトマネジメント協会編 近代科学社 2019.7 007.61
40 サルでもわかるGit入門 大串肇 [ほか] 共著 インプレス 2018.9 007.63
41 よくわかる Microsoft Excel 2019/2016/2013 VBAプログラミング実践 デジタル  (よくわかるシリーズ) 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 007.63
42 発見・創発できる人工知能Otter : 論理パズルからのアプローチ 安藤類央, 武藤佳恭著 近代科学社 2018.8 007.64
43 進化計算アルゴリズム入門 : 生物の行動科学から導く最適解 大谷紀子著 オーム社 2018.6 007.64
44 これから学ぶPython 大津真著 インプレス 2018.11 007.64
45 見ひらきで学べるJavaプログラミング 古井陽之助 [ほか] 著 近代科学社 2019.8 007.64
46 Rust プログラミング入門 酒井和哉著 オーム社 2019 007.64
47 Pythonセキュリティプログラミング : つくりながら学ぶ! 森幹太著/坂井弘亮, SecHack365監修 マイナビ 2019 007.64
48 Cプログラミング入門以前 第2版 村山公保著 マイナビ 2019 007.64
49 Python超入門 : モンティと学ぶはじめてのプログラミング 及川えり子著 オーム社 2020 007.64
50 はじめての3DCGプログラミング : 例題で学ぶPOV-Ray 山住富也著 近代科学社 Digital 2020 007.642
51 子どもの本のもつ力 : 世界と出会える60冊 清水真砂子著 大月書店 2019.6 019.5
52 13歲からのジャーナリスト : 社会正義を求め世界を駆ける 伊藤千尋著 かもがわ出版 2019 070.16
53 日本人を肯定する : 近代保守の死 田中英道著 勉誠出版 2018.9 104
54 儒教の本質と呪縛 : 社会をゆがめる根源  (勉誠選書) 黄文雄著 勉誠出版 2018.7 124.1
55 心理学  (New liberal arts selection) 無藤隆 [ほか] 著 有斐閣 2018.3 140
56 行動分析学 : 行動の科学的理解をめざして  (有斐閣アルマ:Specialized) 坂上貴之, 井上雅彦著 有斐閣 2018 140.18
57 愛と笑いのメッセージ : こころがどんどん癒される  (マイナビ文庫) 越智啓子著 マイナビ 2018 147
58 フランスの神話と伝承  (勉誠選書) 篠田知和基著 勉誠出版 2018.6 164.35
59 古代の神社と神職 : 神をまつる人びと  (歴史文化ライブラリー:467) 加瀬直弥著 吉川弘文館 2018.6 175
60 仏教と歴史に関する19の断想 中島晃著 かもがわ出版 2019.4 180.4
61 聖徳太子と飛鳥仏教  (歴史文化ライブラリー:228) 曽根正人著 吉川弘文館 2007 182.1
62 鎌倉, 古寺を步く : 宗教都市の風景  (歴史文化ライブラリー:202) 松尾剛次著 吉川弘文館 2005 185.9137
63 グローバル時代の世界史の読み方  (歴史文化ライブラリー:183) 宮崎正勝著 吉川弘文館 2004 209
64 黄金の島ジパング伝說  (歴史文化ライブラリー:226) 宮崎正勝著 吉川弘文館 2007 210.1
65 日中戦争と汪兆銘  (歴史文化ライブラリー:158) 小林英夫著 吉川弘文館 2003 210.74
66 魔女裁判 : 魔術と民衆のドイツ史  (歴史文化ライブラリー:102) 牟田和男著 吉川弘文館 2000 234.05
67 日本とフィンランドの出会いとつながり : 100年にわたる関係史 ユハ・サウナワーラ, 鈴木大路郎編 大学教育出版 2019.6 238.92
68 読みにくい名前はなぜ増えたか  (歴史文化ライブラリー:236) 佐藤稔著 吉川弘文館 2007 288.12
69 皇后四代の歴史 : 昭憲皇太后から美智子皇后まで 森暢平, 河西秀哉編 吉川弘文館 2018.6 288.44
70 ロイヤルスタイル英国王室ファッション史 中野香織著 吉川弘文館 2019 288.4933
71 武田信玄を歩く : 歴史の旅  (歴史文化ライブラリー:160) 秋山敬著 吉川弘文館 2003 289.1
72 秦の始皇帝 : 伝説と史実のはざま  (歴史文化ライブラリー:132) 鶴間和幸著 吉川弘文館 2001 289.2
73 書物に魅せられた英国人 : フランク・ホーレーと日本文化  (歴史文化ライブラリー:163) 横山学著 吉川弘文館 2003 289.3
74 江戸の地図屋さん : 販売競争の舞台裏  (歴史文化ライブラリー:168) 俵元昭著 吉川弘文館 2003 290.38
75 戦国武将が愛した名湯・秘湯  (マイナビ新書) 岩本薫著 マイナビ 2018 291.093
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76 中東&アジアの片隅で  (西谷流地球の歩き方:上) 西谷文和著 かもがわ出版 2019.1 302
77 香港の過去・現在・未来 : 東アジアのフロンティア   (アジア遊学:234) 倉田徹編 勉誠出版 2019 302
78 パレスチナのちいさないとなみ : 働いている、生きている 高橋美香文・写真/皆川万葉文 かもがわ出版 2019.6 302.279
79 トランプ報道のフェイクとファクト 立岩陽一郎著 かもがわ出版 2019.3 312.53
80 アメリカ政治史 久保文明著 有斐閣 2018 312.53
81 天皇論の名著 北影雄幸著 勉誠出版 2018.12 313.61
82 選挙違反の歴史 : ウラからみた日本の100年  (歴史文化ライブラリー:235) 季武嘉也著 吉川弘文館 2007 314.87
83 「表現の自由」の明日へ : 一人ひとりのために、共存社会のために 志田陽子著 大月書店 2018.10 316.1
84 地方自治法概説 第8版 宇賀克也著 有斐閣 2019 318.1
85 モダン都市の誕生 : 大阪の街・東京の街  (歴史文化ライブラリー:156) 橋爪紳也著 吉川弘文館 2003 318.7
86 パワーから読み解くグローバル・ガバナンス論  (有斐閣ブックス:[110]) 大芝亮 [ほか] 編 有斐閣 2018.4 319
87 国際政治史 : 主権国家体系のあゆみ  (有斐閣ストゥディア) 小川浩之, 板橋拓己, 青野利彦著 有斐閣 2018 319.02
88 13歳からの日本外交 : それって、関係あるの!? 孫崎享著 かもがわ出版 2019.4 319.1
89 だれが日韓「対立」をつくったのか : 徴用工、「慰安婦」、そしてメディア 岡本有佳, 加藤圭木編 大月書店 2019 319.1021
90 日韓が和解する日 : 両国が共に步める道がある 松竹伸幸著 かもがわ出版 2019 319.1021
91 アジア共同体構想と地域協力の展開 朱永浩編著 文眞堂 2018 319.2
92 平和のための安全保障論 : 軍事力の役割と限界を知る 渡邊隆著 かもがわ出版 2019 319.8
93 憲法九条は世界遺産 古賀誠著 かもがわ出版 2019 323.142
94 ひとりで学ぶ会社法 久保大作 [ほか] 著 有斐閣 2018.4 325.2
95 民事訴訟法・倒産法の研究  山本弘著 有斐閣 2019 327.2
96 考証東京裁判 : 戦争と戦後を読み解く  (歴史文化ライブラリー:476) 宇田川幸大著 吉川弘文館 2018.10 329.67
97 経済「合理」化  (名木田薫著作集 ;:第 1巻) 名木田薫著 大学教育出版 2018.1 330.952
98 資本主義がわかる経済学  (大学生の学びをつくる =) 阿部太郎 [ほか] 著 大月書店 2019.2 331
99 ベーシック経済学 : 次につながる基礎固め 新版  (有斐閣アルマ:Basic) 古沢泰治, 塩路悦朗著 有斐閣 2018 331
100 行動経済学 : 伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して 新版 大垣昌夫, 田中沙織著 有斐閣 2018 331
101 現代社会と経済倫理 永合位行, 鈴木純著 有斐閣 2018.7 331.1
102 Rによる計量経済学 第2版 秋山裕著 オーム社 2018.9 331.19
103 計量経済学   (New liberal arts selection) 西山慶彦, 新谷元嗣, 川口大司, 奥井亮著 有斐閣 2019 331.19
104 現代日本経済 第4版  (有斐閣アルマ:Specialized) 橋本寿朗, 長谷川信, 宮島英昭, 齊藤直著 有斐閣 2019 332.107
105 現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ   (有斐閣ブックス:[478]) 遠藤環, 伊藤亜聖, 大泉啓一郎, 後藤健太編 有斐閣 2018 332.2
106 チャイナ・エコノミー : 複雑で不透明な超大国その見取り図と地政学へのインパクト アーサー・R・クローバー著/東方雅美訳 白桃書房 2018.2 332.22
107 ASEANの新輸出大国ベトナム トラン・ヴァン・トゥ, 大木博巳, 国際貿易投資研究所編著 文眞堂 2018 332.231
108 現代ヨーロッパ経済 第5版  (有斐閣アルマ:Specialized) 田中素香, 長部重康, 久保広正, 岩田健治著 有斐閣 2018 332.3
109 ヨーロッパ経済とユーロ 補訂版 川野祐司著 文眞堂 2018 332.3
110 経済法入門   (法学教室Library) 泉水文雄著 有斐閣 2018 333.09
111 国際経済法 第3版 中川淳司,  清水章雄,  平覚,  間宮勇著 有斐閣 2019 333.6
112 戦後日本の人口移動と家族変動 丸山洋平著 文眞堂 2018 334.31
113 越境の国際政治 : 国境を越える人々と国家間関係 田所昌幸著 有斐閣 2018.11 334.4
114 MBAのナレッジ・マネジメント : 集合知創造の現場としての社会人大学院  (法政大学イノベーション・マネジメント研究センター叢書:16) 洞口治夫著 文眞堂 2018 335.07
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115 現代の経営学 菊池敏夫 [ほか] 編著/新川本 [ほか] 著 税務経理協会 2018.3 335.1
116 マネジメント研究への招待 : 研究方法の種類と選択 須田敏子著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 2019.4 335.1
117 企業と社会が見える経営学概論  (シリーズ大学生の学びをつくる) 井上秀次郎, 安達房子編 大月書店 2019 335.1
118 経験から学ぶ経営学入門 第2版  (有斐閣ブックス:[449]) 上林憲雄, 奥林康司, 團泰雄, 開本浩矢, 森田雅也, 竹林明著 有斐閣 2018 335.1
119 はじめて学ぶ人のための経営学入門 ver.2 (第2版)  (文眞堂ブックス. セメスターテキストシリーズ:1) 片岡信之, 齊藤毅憲, 佐々木恒男, 高橋由明, 渡辺峻著 文眞堂 2018 335.1
120 P・F・ドラッカー : マネジメント思想の源流と展望 井坂康志著 文眞堂 2018 335.1
121 経営学史研究の挑戦  (経営学史学会年報:第25輯) 経営学史学会編 文眞堂 2018 335.12
122 産業組織とビジネスの経済学  (有斐閣ストゥディア) 花薗誠著 有斐閣 2018.9 335.3
123 総合商社の本質 : 「価値創造」時代のビジネスモデルを探る 垰本一雄著 白桃書房 2018.3 335.4
124 グループ経営戦略論 : 企業グループの効率的運営に向けて 原正則著 文眞堂 2018 335.5
125 経済法 : 独占禁止法と競争政策 第8版補訂  (有斐閣アルマ:Specialized) 岸井大太郎[ほか]著 有斐閣 2019 335.57
126 条文から学ぶ独占禁止法 第2版 土田和博, 栗田誠, 東条吉純, 武田邦宣著 有斐閣 2019 335.57
127 プロジェクトの概念 : プロジェクトマネジメントの知恵に学ぶ 第2版 日本プロジェクトマネジメント協会編 近代科学社 2018.7 336
128 まんがで覚えるPDCAの基本 : できるビジネスマンになるためのロジック 柳崎レイマンガ/宮川総一郎脚本 マイナビ出版 2018.5 336
129 組織を創るマネジメント・コントロール 伊藤克容著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 2019.2 336
130 よりよくわかるプロジェクトマネジメント 日本プロジェクトマネジメント協会編 オーム社 2019 336
131 戦略的イノベーション・マネジメント 田中克昌著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 2019.3 336.1
132 イノベーション&マーケティングの経済学 金間大介, 山内勇, 吉岡 (小林) 徹著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 2019.4 336.17
133 「IT前提経営」が組織を変える : デジタルネイティブと共に働く  高柳寬樹著 近代科学社Digital 2020 336.57
134 AI技術による倒産予知モデル×企業格付け 白田佳子著 税務経理協会 2019.3 336.83
135 企業間管理と管理会計 : サプライチェーン・マネジメントを中心として  (関西学院大学研究叢書:第195編) 浜田和樹著 税務経理協会 2018.1 336.84
136 会計の歴史 改訂版 友岡賛著 税務経理協会 2018.2 336.9
137 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 第12版  (有斐閣アルマ:Basic) 桜井久勝, 須田一幸著 有斐閣 2018.3 336.9
138 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 第12版補訂  (有斐閣アルマ:Basic) 桜井久勝, 須田一幸著 有斐閣 2019 336.9
139 ゼロからスタート簿記入門 渡辺竜介, 山北晴雄, 江頭幸代編著 税務経理協会 2018.4 336.91
140 会計基準の考え方 : 学生と語る23日 西川郁生著 税務経理協会 2018.4 336.92
141 貨幣経済と資本蓄積の理論 第2版 石倉雅男著 大月書店 2019.8 337.1
142 キャッシュレス経済 : 21世紀の貨幣論 川野祐司著 文眞堂 2018 338
143 知っておきたい電子マネーと仮想通貨  (マイナビ新書) 三菱総合研究所編 マイナビ [2018] 338
144 インターネットビジネスの競争戦略 : オンライン証券の独自性の構築メカニズムと模倣の二面性  高井文子著 有斐閣 2018 338.17
145 地方創生のための地域金融機関の役割 : 金融仲介機能の質向上を目指して 家森信善編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売) 2018.3 338.6
146 金融グローバリズムの経済学 : 格差社会の形成と世界金融危機の勃発 萩原伸次郎著 かもがわ出版 2020 338.9
147 グローバル現代社会論 山田真茂留編著 文眞堂 2018 361
148 会話のきっかけレシピ : 雑談の苦手がラクになる 枚岡治子著 大月書店 2019.5 361.454
149 現代文化論 : 新しい人文知とは何か   (有斐閣アルマ:Specialized) 吉見俊哉著 有斐閣 2018 361.5
150 格差から見る中国 : 急激な社会変動が引き起こした「光と影」の政治経済学  (アジア発ビジョナリーシリーズ) 李養浩著/杉山直美訳 白桃書房 2019.5 361.8
151 社会保障法 第7版  (有斐閣アルマ:Specialized) 加藤智章, 菊池馨実, 倉田聡, 前田雅子著 有斐閣 2019 364
152 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第16版  (有斐閣アルマ) 椋野美智子, 田中耕太郎著 有斐閣 2019 364
153 ベーシック労働法 第7版  (有斐閣アルマ:Basic) 浜村彰, 唐津博, 青野覚, 奥田香子著 有斐閣 2019 366.14



阪南大学図書館

5/7 2021/2/15

No. 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

154 労働法の世界 第13版 中窪裕也, 野田進著 有斐閣 2019 366.14
155 労働法 第3版  (有斐閣ストゥディア) 小畑史子, 緖方桂子, 竹内(奥野)寿著 有斐閣 2019 366.14
156 労働基準法 第5版  (有斐閣法学叢書:8) 下井隆史著 有斐閣 2019 366.15
157 判例労働法入門 第6版 野田進, 山下昇, 柳澤武編 有斐閣 2019 366.18
158 「同一労働同一賃金」のすべて 水町勇一郎 有斐閣 2018 366.4
159 女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版  (有斐閣アルマ. Interest) 伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著 有斐閣 2019 367.1
160 デートDV予防学 : シングル単位思考法でわかる 伊田広行著 かもがわ出版 2018.12 367.2
161 日本のポストフェミニズム : 「女子力」とネオリベラリズム 菊地夏野著 大月書店 2019.2 367.21
162 若者は社会を変えられるか? 中西新太郎著 かもがわ出版 2019.8 367.68
163 分断社会と若者の今 吉川徹, 狭間諒多朗編 大阪大学出版会 2019 367.68
164 シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢さよ子, 湯澤直美編/わくわくシニアシングルズ著 大月書店 2018.11 367.7
165 大都市災害と防災福祉コミュニティ : 東京圏、大阪圏、名古屋圏 川村匡由著 大学教育出版 2018.9 369.3
166 防災福祉コミュニティ形成のために : 公助をベースとした自助・互助・共助 川村匡由著 大学教育出版 2018.12 369.31
167 銃後の社会史 : 戦死者と遺族  (歴史文化ライブラリー:203) 一ノ瀬俊也著 吉川弘文館 2005 369.39
168 自然を生きる技術 : 暮らしの民俗自然誌  (歴史文化ライブラリー:204) 篠原徹著 吉川弘文館 2005 380.4
169 基地と聖地の沖縄史 : フェンスの内で祈る人びと 山内健治著 吉川弘文館 2019 382.199
170 Japan's pre-war perspective of Southeast Asia : focusing on ethnologist Matsumoto Nobuhiro's works during 1919-1945  (早稲田大学エウプラクシス叢書:010) Petra Karlová 早稲田大学出版部 2018 382.23
171 海のモンゴロイド : ポリネシア人の祖先をもとめて  (歴史文化ライブラリー:139) 片山一道著 吉川弘文館 2002 382.75
172 昆虫食と文明 : 昆虫の新たな役割を考える デイビッド・ウォルトナー=テーブズ著/片岡夏実訳 築地書館 2019.7 383.8
173 魚と肉  (日本の食文化:4) 藤井弘章編 吉川弘文館 2019 383.81
174 日本人のひるめし  (読みなおす日本史) 酒井伸雄著 吉川弘文館 2019 383.81
175 酒と調味料、保存食  (日本の食文化:5) 石垣悟編 吉川弘文館 2019 383.81
176 信長のおもてなし : 中世食べもの百科  (歴史文化ライブラリー:240) 江後迪子著 吉川弘文館 2007 383.81
177 米と餅  (日本の食文化:2) 関沢まゆみ編 吉川弘文館 2019 383.81
178 海の生活誌 : 半島と島の暮らし  (歴史文化ライブラリー:165) 山口徹著 吉川弘文館 2003 384.36
179 鳥羽・志摩の海女 : 素潜り漁の歴史と現在 塚本明著 吉川弘文館 2019 384.36
180 女人禁制  (歴史文化ライブラリー:138) 鈴木正崇著 吉川弘文館 2002 387
181 鬼の復権  (歴史文化ライブラリー:172) 萩原秀三郎著 吉川弘文館 2004.2 387
182 犬からみた人類史  大石高典, 近藤祉秋, 池田光穂編 勉誠出版 2019 389.04
183 Pythonによる統計分析入門 山内長承著 オーム社 2018.5 417
184 Rによる多変量解析入門 : データ分析の実践と理論 川端一光, 岩間徳兼, 鈴木雅之共著 オーム社 2018.7 417
185 Pythonと複雑ネットワーク分析 : 関係性データからのアプローチ : ネットワーク科学の道具箱 II  林幸雄編著/谷澤俊弘, 鬼頭朋見, 岡本洋共著 近代科学社 2019 417
186 Pythonによる数値計算とシミュレーション 小高知宏著 オーム社 2019.1 418.1
187 水族館の文化史 : ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界 溝井裕一著 勉誠出版 2018.6 480.76
188 謎のカラスを追う : 頭骨とDNAが語るカラス10万年史 中村純夫著 築地書館 2018.12 488.99
189 鹿と日本人 : 野生との共生1000年の知恵 田中淳夫著 築地書館 2018.7 489.86
190 女性の健康とライフスタイル : ビジネス目線と学際的な視座から 並木幸久, 三池秀敏編著 大学教育出版 2019.4 498.3
191 エネルギーの未来 : 脱・炭素エネルギーに向けて 馬奈木俊介編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 2019.3 501.6
192 ともに生きる地域コミュニティ : 超スマート社会を目指して  (横幹<知の統合>シリーズ ) 横幹「知の統合」シリーズ編集委員会編/遠藤薫 [ほか] 著 東京電機大学出版局 2018.10 504
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193 知的財産法  (Legal quest) 愛知靖之 [ほか] 著 有斐閣 2018.4 507.2
194 商標法 第2版 茶園成樹編 有斐閣 2018.9 507.26
195 土木のずかん : 災害に備えるわざ 速水洋志, 水村俊幸, 稲垣正晴, 吉田勇人共著/イラスト中澤茉里 オーム社 2019 510
196 アジア社会と水 : アジアが抱える現代の水問題  (神奈川大学アジア研究センター叢書 ;4) 後藤晃, 秋山憲治編著 文眞堂 2018 517
197 帝国日本と植民地都市  (歴史文化ライブラリー:174) 橋谷弘著 吉川弘文館 2004 518.8
198 地域から考える環境と経済 : アクティブな環境経済学入門   (有斐閣ストゥディア) 八木信一, 関耕平著 有斐閣 2019 519
199 大工道具の日本史  (歴史文化ライブラリー:182) 渡邉晶著 吉川弘文館 2004 521
200 地形と立地から読み解く「戦国の城」 : カラー版 萩原さちこ著 マイナビ出版 2018 521.823
201 再生の経営学 : 自動車静脈産業の資源循環と市場の創造  (敬愛大学学術叢書:15) 粟屋仁美著 白桃書房 2018.3 537.09
202 電気技術発展の秘話 : 技術を陰で支えた人々  矢田恒二著 オーム社 2020 542.02
203 通信工学の基礎 松本隆男, 吉野隆幸共著 東京電機大学出版局 2018.9 547
204 ウェブデザインの思考法 : 機能性と情緒性で導く論理的なウェブデザインの方針立案・構築  (Business × Design × IT) 金成奎著 マイナビ 2019 547.4833
205 現場のプロから学ぶSEO技術バイブル : 実務で効く内部施策, 外部施策, コンテンツSEOからモニタリングまで 西山悠太朗, 小林睦著 マイナビ 2018 547.4833
206 5G教科書 : LTE/IoTから5Gまで  (インプレス標準教科書シリーズ) 服部武, 藤岡雅宣編著 インプレス 2018.9 547.5
207 コンピュータ工学の基礎 浅川毅著 東京電機大学出版局 2018.9 548.2
208 ROSロボットプログラミングバイブル 表允晳, 倉爪亮, 鄭黎蝹共著 オーム社 2018.3 548.3
209 わたしたちの「筋トレ」 : 引き締まった美ボディーを手に入れる! 人気インスタグラマーのトレーニングメソッド 町田耀大監修/わたしたちの編集部編 マイナビ 2018 595.6
210 世界のカレー図鑑 : 世界のカレー&サイド料理100種とカレーを楽しむための基礎知識 ハウス食品株式会社監修 マイナビ 2019 596
211 中国創造大国への道 : ビジネス最前線に迫る 服部健治, 湯浅健司, 日本経済研究センター編著 文眞堂 2018 602.22
212 飢えと食の日本史  (読みなおす日本史) 菊池勇夫 吉川弘文館 2019 611.39
213 近現代日本の農村 : 農政の原点をさぐる/ 庄司俊作著  (歴史文化ライブラリー:155) 吉川弘文館 2003 611.921
214 森と人間と林業 : 生産林を再定義する 村尾行一著 築地書館 2019 652.1
215 江戸店の明け暮れ  (歴史文化ライブラリー:148) 林玲子著 吉川弘文館 2003 672.1
216 サービスデータ解析入門 : サービス価値を見出す統計解析 椿美智子著 オーム社 2018.2 673
217 SEOに強い! ネットショップの教科書  (Business × design × IT) 水上浩一著 マイナビ 2018 673.36
218 消費者視点の小売イノベーション : オムニ・チャネル時代の食品スーパー  高橋広行 有斐閣 2018 673.86
219 企業広報誌の世界 : 広報誌から企業コミュニケーションを読み解く 三島万里著 日外アソシエーツ/紀伊國屋書店 2018 674.7
220 そのクチコミは効くのか  久保田進彦, 澁谷覚著 有斐閣 2018 675
221 マーケティングをつかむ 新版  (Textbooks tsukamu) 黒岩健一郎, 水越康介著 有斐閣 2018 675
222 Googleオプティマイズによるウェブテストの教科書 井水大輔 [ほか] 著 マイナビ 2018 675
223 マーケティング・リサーチ入門   (有斐閣アルマ:Specialized) 星野崇宏, 上田雅夫著 有斐閣 2018 675.2
224 大道鎌倉時代の幹線道路  (歴史文化ライブラリー:481) 岡陽一郎著 吉川弘文館 2019 682.1
225 宿場の日本史 : 街道に生きる  (歴史文化ライブラリー:198) 宇佐美ミサ子著 吉川弘文館 2005 682.1
226 理論と実践  (観光学全集:第7巻. 観光計画論:1) 梅川智也編著/溝尾良隆 [ほか] 編集委員 原書房 2018.3 689.08
227 海外観光旅行の誕生  (歴史文化ライブラリー:134) 有山輝雄著 吉川弘文館 2002 689.21
228 観光と地域振興 : その実践的応用 大久保あかね著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 2019.3 689.4
229 落語の博物誌 : 江戸の文化を読む  (歴史文化ライブラリー:171) 岩崎均史著 吉川弘文館 2004 702.15
230 日本の文化財 : 守り、伝えていくための理念と実践  池田寿著 勉誠出版 2019 709.1
231 文化財報道と新聞記者  (歴史文化ライブラリー:173) 中村俊介著 吉川弘文館 2004 709.1
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232 幕末明治橫浜写真館物語  (歴史文化ライブラリー:175) 斎藤多喜夫著 吉川弘文館 2004 740.2137
233 薔薇 : 日本テキスタイルデザイン図鑑 : 明治大正昭和の着物模様 永田欄子著 誠文堂新光社 2018 753.21
234 歌舞伎と人形浄瑠璃  (歴史文化ライブラリー:170) 田口章子著 吉川弘文館 2004 777.1
235 大空への夢 : 特撮の神様円谷英二伝 鈴木和幸著 大月書店 2019.1 778.21
236 現象学的スポーツ運動観察論 佐藤徹編著 大学教育出版 2018.11 780.7
237 子どもとスポーツのイイ関係 : 「苦手・嫌い」が「得意・好き」に変わるコーチングの極意 山田ゆかり著 大月書店 2019.4 780.7
238 チームでは教えてくれないプロサッカー選手になるために大切なこと 池上正監修/ふじいまさこ漫画 マイナビ 2019 783.47
239 トラップが身につく本 : 風間八宏のサッカースクールトラウムトレーニング 新版 監修トラウムトレーニング マイナビ出版 2019 783.47
240 武道をたずねて : 武道教育への活用 出口達也, 金炫勇, 瀬川洋編著 大学教育出版 2018.2 789
241 武道の誕生  (歴史文化ライブラリー:179) 井上俊著 吉川弘文館 2004 789.021
242 ゲームAIと深層学習 : ニューロ進化と人間性 伊庭斉志著 オーム社 2018.8 798.5
243 物語の力 : 物語の内容分析と表現分析 高田明典, 竹野真帆, 津久井めぐみ著 大学教育出版 2019.5 901.3
244 「ジェンダー」で読む物語 : 赤ずきんから桜庭一樹まで   (奈良女子大学文学部「まほろば」叢書) 高岡尚子編著 かもがわ出版 2019.2 904
245 マハーバーラタ入門 : インド神話の世界 沖田瑞穂著 勉誠出版 2019.5 929.881
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