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情　報　科　学

Excelでわかるディープラーニング超入門 : AIのしくみをやさしく理解できる! / 涌井良
幸, 涌井貞美著

技術評論社 津田沼 007.13||W||

たった1日で基本が身に付く!Java超入門 / 齊藤新三著 ; 山田祥寛監修 技術評論社 新習志野 007.64||Sa||

ディジタル画像処理 画像情報教育振興協会 津田沼 007.637||D||

データサイエンスのためのデータベース / 吉岡真治, 村井哲也著 ; 水田正弘編 講談社 津田沼 007.609||Y||

プログラミング言語C : ANSI規格準拠 / B.W. カーニハン, D.M. リッチー著 ; 石田晴久
訳

共立出版 新習志野 007.64||Ke||

モダンC言語プログラミング : 統合開発環境、デザインパターン、エクストリーム・プロ
グラミング、テスト駆動開発、リファクタリング、継続的インテグレーションの活用 / 花
井志生著

ドワンゴ 新習志野 007.64||H||

教養のコンピュータサイエンス情報科学入門 / 小舘香椎子[ほか]共著 丸善出版 津田沼 007||Ky||

形式手法モデル理論アプローチ : 情報システム開発の基礎 / 高原康彦 [ほか] 著 ; モデ
ル編, 実践編

日科技連出版社 津田沼 007.61||Ke||

出るとこだけ!ITパスポートテキスト&問題集 : 対応試験:IP / 城田比佐子著 翔泳社 新習志野 007.607||Sh||'22

世界年鑑2022 / 共同通信社編 共同通信社 津田沼 059||Se||'22

哲　学

倫理学と法学の架橋 : ファインバーグ論文選 / J. ファインバーグ著 ; 嶋津格, 飯田亘
之編集

東信堂 津田沼・新習志野150.4||F||

歴　　史

津田梅子 : 科学への道、大学の夢 / 古川安著 東京大学出版会 新習志野 289.1||Ts||

経　済　・　法　律　・　教　育　・　社　会　科　学

これが本当のWebテストだ! / SPIノートの会編著 ; 2024年度版2 TG-WEB・ヒューマネージ
社のテストセンター編

講談社 津田沼・新習志野307.8||Ko||'24-2

入門マクロ経済学 / 中谷巌, 下井直毅, 塚田裕昭著 日本評論社 津田沼 331||N||

資本主義の成熟と終焉 : いま私たちはどこにいるのか / 小西一雄著 桜井書店 津田沼 332.06||Ko||

企業経営理論 / TAC中小企業診断士講座編著 ; 2022年度版 TAC株式会社出版事業部 新習志野 335.35||Ki||'22

PMP試験合格虎の巻 / 落合和雄共著 ; 庄司敏浩共著 アイテック 津田沼 336.07||O||

MOT研究開発マネジメント入門 / 岡本和也, 福代和宏著 朝倉書店 津田沼 336.17||O||

スッキリわかる日商簿記2級工業簿記 / 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 津田沼・新習志野336.918||Ta||

人間行動と組織行動 : パフォーマンス向上の視点から / 西口宏美著 コロナ社 津田沼 361.4||N||

「移民時代」の多文化共生論 : 想像力・創造力を育む14のレッスン / 松尾知明著 明石書店 新習志野 361.5||Ma||

イギリス大学制度成立史 : 国家と大学のダイナミズム / 山崎智子著  東信堂 新習志野 377.23||Y||

就職四季報総合版 / 東洋経済新報社編 ; 2023年版 東洋経済新報社 新習志野 377.95||To||'23

就職四季報優良・中堅企業版 / 東洋経済新報社編 ; 2023年版 東洋経済新報社 新習志野 377.95||To||'23

就職四季報女子版 / 東洋経済新報社編 ; 2023年版 東洋経済新報社 新習志野 377.95||To||'23

Japan's international cooperation : International cooperation in the COVID-19 era
: our commitment to the future  / Ministry of Foreign Affairs ; 2020

Ministry of Foreign
 Affairs

津田沼 333.8||j||'20

日本の国際協力  / 外務省編 ; 2021年版 外務省 津田沼 333.8||Ka||'21

数　学　・　物　理　・　化　学　・　生　物　・　自　然　科　学

GAMESSとFireflyの使い方 : 量子化学計算ソフト : 解説と入力ファイル付きマニュアル /
毛利文仁著

化学工業日報社 津田沼 431.19||Mo||
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ヴォート生化学 / Donald Voet, Judith G.Voet著 ; 田宮信雄 [ほか] 訳 東京化学同人 津田沼 464||V||

ラボラトリー・ライフ : 科学的事実の構築 / ブリュノ・ラトゥール, スティーヴ・ウー
ルガー著 ; 金信行 [ほか] 訳

ナカニシヤ出版 新習志野 407||L||

一歩進んだ理解を目指す物性物理学講義 / 加藤岳生著 サイエンス社 新習志野 428||Ka||

化学の世界への招待 / 小林憲司 [ほか] 編著 ; 有瀬忠紀 [ほか] 共著 三共出版 新習志野 430||Ka||

化学史事典 / 化学史学会編 化学同人 新習志野 430.2||Ka||

科学をめざす君たちへ : 変革と越境のための新たな教養 / 科学技術振興機構研究開発戦
略センター編

科学技術振興機構
研究開発戦略セン

ター
津田沼・新習志野404||Ka||

核酸医薬 : 本領を発揮する創薬モダリティ : 新たな作用機序を生む核酸のサイエンスか
ら、新薬・ワクチン承認をもたらした核酸修飾・DDS技術、難治性疾患治療への挑戦まで /
横田隆徳編集

羊土社 津田沼 499.1||Y||

基礎の化学 / 田中俊逸 [ほか] 共著 三共出版 新習志野 430||Ki||

基礎高分子科学 / 高分子学会編 東京化学同人 津田沼 431.9||Ko||

基礎物理学 / 原康夫著 学術図書出版社 新習志野 430||H||

工学のための物理学基礎 : 力学 / 渡邉努 [ほか] 共著 培風館 新習志野 423||Ko||

大学の生物学 : 基礎からスタート / 道上達男著 裳華房 津田沼 460||Mi||

理工系のための生物学 / 坂本順司著 裳華房 津田沼 460||Sa||

理工系の物理学入門 / 大成逸夫, 田村忠久, 渡邊靖志共著 ; 相澤啓仁 [ほか] 編 裳華房 新習志野 420||O||

理工系確率統計 : データ解析のために / 中村忠, 山本英二共著 サイエンス社 新習志野 417||N||

流体力学 / 日野幹雄著 朝倉書店 津田沼 423.8||H||

工　業　・　建　築　・　通　信

JIDAデザインミュージアムセレクション ; Vol.23 日本インダストリアルデザイナー協会 津田沼 501.8||N||23

JISにもとづく機械設計製図便覧 / 大西清著 ; 津村利光閲序 オーム社 新習志野 531.9||O||

PCRの誕生 : バイオテクノロジーのエスノグラフィー / ポール・ラビノウ [著] ; 渡辺政
隆訳

みすず書房 新習志野 579.93||R||

エネルギー工学 / 関井康雄, 脇本隆之著 電気書院 津田沼 501.6||Se||

プラズマ半導体プロセス工学 : 成膜とエッチング入門 / 市川幸美, 佐々木敏明, 堤井信
力共著

内田老鶴圃 津田沼 549.8||I||

マンガで学ぶ知的財産管理技能検定3級最短マスター / 佐倉豪著 ; 本間政憲監修 三和書籍 新習志野 507.2||Sa||

よくわかるトライボロジー / 村木正芳著 東京電機大学出版局 津田沼 531.8||Mu||

よくわかるパワーエレクトロニクス / 森本雅之著 森北出版 津田沼 549.8||Mo||

音声音響信号処理の基礎と実践 : フィルタ,ノイズ除去,音響エフェクトの原理 / 川村新
著

コロナ社 津田沼 547.3||Ka||

基礎講座建築設備 / 金政秀編著 ; 山本佳嗣 [ほか] 著 学芸出版社 津田沼 528||Ki||

基本建築基準法関係法令集 / 国土交通省住宅局参事官, 建築技術研究会編 ; 2022年版 建築資料研究社 津田沼 520.91||Ki||'22

機械要素設計 : 大学課程 / 景山克三 [ほか] 共著 オーム社 津田沼 531.3||Ki||

技術者倫理入門 : JABEE対応 / 小出泰士著 丸善 新習志野 507||Ko||

建築設備学教科書 / 建築設備学教科書研究会編著 彰国社 津田沼 528||Ke||

建築物の構造関係技術基準解説書 : 2020年版 / 国土交通省住宅局建築指導課, 日本建築
行政会議, 日本建築構造技術者協会編集協力 ; 建築行政情報センター, 日本建築防災協会
編集

全国官報販売協同組合 津田沼 520.91||Ke||'20

航空の二〇世紀 : 航空熱・世界大戦・冷戦 / 高田馨里編著. -- 日本経済評論社, 2020.3 日本経済評論社 新習志野 538.09||Ta||
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初心者でもしっかりわかる図解ネットワーク技術 / 網野衛二著 日経BP 新習志野 547.48||A||

新・建築材料 / 横山裕 [ほか] 共著 数理工学社 津田沼 524.2||Sh||

新しい建築法規の手びき / 建築技術者試験研究会編 ; 矢吹茂郎, 田中元雄, 加藤健三編
著

井上書院 津田沼 520.91||Ke||'22

図解建築計画の知識 / 建築計画の知識編集委員会編 オーム社 津田沼 525.1||Ke||

図説わかる都市計画 / 森田哲夫, 森本章倫編著 ; 明石達生 [ほか] 著 学芸出版社 新習志野 518.8||Mo||

生産管理入門 / 坂本碩也, 細野泰彦共著 オーム社 津田沼 509.6||Sa||

精密サーボ制御の高精度化手法 : 基礎から実践設計まで / 熱海武憲著 科学情報出版 津田沼 531.38||A||

精密計測機器の発達史&日本の測定機 / 上野滋著 大河出版 新習志野 501.22||U||

測量士・測量士補国家試験受験テキスト / [日本測量協会編] ; 日本測量協会 津田沼 512.079||So||22

知的財産管理技能検定3級スピードテキスト / TAC知的財産管理技能検定講座編 早稲田経営出版 新習志野 507.2||C||'21-'22

電気回路 / 柴田尚志著 コロナ社 新習志野 541.1||D||

電気法規と電気施設管理 / 竹野正二著 東京電機大学出版局 津田沼 540.91||Ta||'22

土木材料実験指導書 / 土木学会コンクリート委員会土木材料実験指導書編集小委員会編集 土木学会 津田沼 511.4||D||'21

半導体工学 : 半導体物性の基礎 / 高橋清, 山田陽一共著 森北出版 津田沼 549.8||Ta||

産　業

年鑑日本の空間デザイン : ディスプレイ・サイン・商環境 = Annual of spatial design
in Japan : displays, signs & commercial spaces / 空間デザイン機構年鑑日本の空間デ
ザイン刊行委員会編

六耀社 津田沼 673.38||N||'22

デ　ザ　イ　ン　・　ス　ポ　ー　ツ　・　芸　術

ジェネラティブ・アート : Processingによる実践ガイド / マット・ピアソン著 ; 沖啓介
訳

ビー・エヌ・エヌ新社 津田沼 701||P||

美しい世界の廃墟 : 朽ちてなお美しさを纏って蘇る廃墟たち / MdN編集部編 エムディエヌコーポレーション 津田沼 748||Md||

言　語

『ピーナッツ』で学ぶ英語と比較文化 / 外山晴子著 南雲堂 新習志野 830||To||

15章版:ニュースメディアの英語 : 演習と解説 / 高橋優身, 伊藤典子, Richard Powell編
著

朝日出版社 新習志野 837||J||'21

5分間理工系英単語・熟語1000 / 佐藤誠司著 南雲堂 新習志野 834.4||Sa||

Complete Communication  : intermediate / James Bury, Anthony Sellick, Kaori
Horiuchi

SEIBIDO 新習志野 830.7||C||

English In Tune : Student Book / Robert Hickling, Shun Morimoto 新習志野 830.7||H||

Four corners / Jack C. Richards, David Bohlke Cambridge University Press 新習志野 830.7||r||

Fundamental science in English / 石貫文子 [ほか] 著 成美堂 新習志野 830||F||

INSIDE AND OUT : American Culture and Society : 現代アメリカを読み解く / 塚田幸光
著 ; 中村嘉雄著 ; Ayed Hasian著

金星堂 新習志野 830||I||

Keynote / David Bohlke National Geographic Learning 新習志野 830.7||ke||

Listening for Communication / 山口俊治 ; Timothy Minton 編著 成美堂 新習志野 837||Y||

Live Escalate / Teruhiko Kadoyama, Live ABC editors 成美堂 新習志野 830.7||Ka||

Project English : an activity-based guide to everyday conversation and basic
grammar / Vivian Morooka, Adachi Aya

NAN'UN-DO 新習志野 830.7||Mo||

Science stream : 覗いてみよう、科学の世界 / Phillip Rowles, 野﨑嘉信, 松本和子著 成美堂 新習志野 830.7||R||

Speaking in Public = プレゼンテーションのための基礎英語 / 仲谷都, John Pak著 成美堂 新習志野 830||N||
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SPEAKING STEPS : 英語を話すための3ステップ / 臼倉美里著 ; 鈴木祐一著 ;
Christopher Belton著

金星堂 新習志野 837.8||Sp||

Step-up listening = ステップアップ・リスニング / Yuichiro Yoshinari, Bill
Benfield

成美堂 新習志野 831.1||Y||

The road to AI : mankind's technological journey / Andy Boerger, Kazuo Hanazaki,
Miki Hanazaki

Kinseido 新習志野 830.7||B||

u-CAT : eラーニングによる新テスト対応 : TOEIC L&R test / 朝日出版社u-CAT事業部編 朝日出版社 新習志野 830.79||E||

Understanding the World Today / Dave Rear SEIBIDO 新習志野 837||R||

World link : developing English fluency / James Morgan, Nancy Douglas Cengage Learning 新習志野 830.7||w||

リーディングで深める英文法 = Good reading, better grammar / Joan McConnell, 山内
圭著

成美堂 新習志野 835||Mc||

構造で書く英文エッセイ / 石谷由美子著 ; 中級編 南雲堂 新習志野 836||I||

情報社会を読み解く総合読解スキル = 情報社会を読み解く総合読解スキル / Eiichi
Yubune [et. al]

SEIBIDO 新習志野 837||St||

知識と教養の英会話 / クリストファー・ベルトン著 DHC 新習志野 837.8||B||

文　学

怪談牡丹燈籠・怪談乳房榎 / 三遊亭円朝 [著] KADOKAWA 新習志野 913.7||Sa||


