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セラミックスの高速焼結技術(1) 電磁プロセス編

ティー・アイ・シィー

キャンベル生物学 原書11版

池内 昌彦 (監修, 翻訳), 伊藤 元己 (監修, 翻訳), 箸本 春樹 (監修, 翻訳)

分子細胞免疫学 原著第9版

Abul K. Abbas (著), 中尾篤人 (翻訳)

免疫生物学 原書第9版

笹月 健彦 (翻訳), 吉開 泰信 (翻訳)

薄膜の基本技術

金原 粲

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド PMBOKガイド 第6版

Project Management Institute

ソフトウェア品質知識体系ガイド -SQuBOK Guide- 第2版

SQuBOK策定部会

データマネジメント知識体系ガイド 第2版

DAMA International

土木技術者のための木材工学入門

木材工学委員会 木材利用マニュアル作成小委員会

無線通信とディジタル変復調技術

石井 聡

ゲノム 第4版

石川冬木 (翻訳), 中山潤一 (翻訳)

がん生物学イラストレイテッド 第２版

渋谷 正史 (編集), 湯浅 保仁 (編集)

数理論理学入門

角田 譲

いのちの終わりにどうかかわるか

ジェネラリストBOOKS

木澤義之 (編集), 山本 亮 (編集), 浜野 淳 (編集)

生命倫理学: 自然と利害関心の間

Dieter Birnbacher

正義のフロンティア 障碍者・外国人・動物という境界を越えて サピエンティア

マーサ・C.ヌスバウム

ポスト・ロールズの正義論：ポッゲ・セン・ヌスバウム

神島裕子

アッシジの聖フランシスコ

藤城 清治

梅崎春生研究

高木 伸幸

Gaseous Ion Mobility, Diffusion, and Reaction

Larry Viehland

プラズマ原子分子過程ハンドブック

浜口 智志 (編集), 村上 泉 (編集), 加藤 太治 (編集), プラズマ・核融合学会 (編集)

積雪寒冷地の舗装に関する諸問題と対策（舗装工学ライブラリー15）

舗装工学委員会寒冷地舗装工学小委員会

土木情報学－基礎編－

土木情報学委員会 教育企画小委員会

図解SOLIDWORKS実習 3次元CAD完全マスター 第3版

株式会社プラーナー

CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック 2019年度版

コンピュータ教育振興協会
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図解よくわかる 屋内測位と位置情報

西尾 信彦

ハイ・パフォーマンス・アナログ回路設計 理論と実際

石井 聡

愛しのはんかくさい人物語

長谷川 圭介

おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ秘密

高井浩章

例題で学ぶはじめての電気数学

早川 潔

よくわかる電気磁気学

石井 良博

大学新入生のためのリメディアル数学 第2版

中野 友裕

プラズマエレクトロニクス

菅井 秀郎

みんなのArduino入門

高本 孝頼

Pythonで学ぶ強化学習

入門から実践まで 改訂第2版

久保 隆宏

Pythonで学ぶネットワーク分析: ColaboratoryとNetworkXを使った実践入門

村田 剛志

プログラミングRust

Jim Blandy，Jason Orendorff， 中田 秀基 (翻訳)

TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ (TOEIC TEST 特急シリーズ)

TEX加藤

英語ネイティブ脳みそのつくり方

白川 寧々

実践型クリティカルシンキング

佐々木 裕子

はじめての数理論理学

山田 俊行

迷路の外には何がある?『チーズはどこへ消えた？』その後の物語

スペンサー・ジョンソン (著)，門田 美鈴 (翻訳)

why digital matters？“なぜ”デジタルなのか

村田聡一郎/SAPジャパン (監修)，プレジデント経営企画研究会 (編集)

好奇心が未来をつくる

ソニーコンピュータサイエンス研究所 (著)

21世紀を生き抜く3+1の力

佐々木 裕子

ロジカルに伝える技術

大庭コテイさち子

高専教育の発見

矢野 眞和 (編集)，濱中 義隆 (編集)，浅野 敬一 (編集)

希望の糸

東野 圭吾

卵子探しています: 世界の不妊・生殖医療現場を訪ねて

宮下 洋一

安楽死を遂げるまで

宮下 洋一
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安楽死を遂げた日本人

宮下 洋一

定本 北条民雄全集〈上〉

北条 民雄

定本 北条民雄全集〈下〉

北条 民雄

選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子

河合 香織

出生前診断 受ける受けない誰が決めるの? ー遺伝相談の歴史に学ぶ

山中美智子,玉井真理子, 坂井律子,その他

死を生きた人びと

小堀 鷗一郎

人間はどこまでグローバル化に耐えられるか

リュディガー ザフランスキー

経済成長がすべてか?

デモクラシーが人文学を必要とする理由

マーサ・C.ヌスバウム

ルポ 生殖ビジネス 世界で「出産」はどう商品化されているか（朝日選書933）

日比野 由利

図説・標準 哲学史

貫 成人

道徳的な運: 哲学論集一九七三~一九八〇 (双書現代倫理学)

Bernard Arthur Owen Williams

メタ倫理学の最前線

蝶名林 亮

認知症の人が安楽死する国

後藤 猛

安楽死・尊厳死の現在 最終段階の医療と自己決定（中公新書2519）

松田 純

障害者の安楽死計画とホロコースト ナチスの忘れ去られた犯罪

スザンヌ E・エヴァンス

愉しき夜 ヨーロッパ最古の昔話集

ジョヴァン・フランチェスコ ストラパローラ

今川物語

唯野 生

今日から使える!組合せ最適化 離散問題ガイドブック

穴井 宏和，斉藤 努

応用に役立つ50の最適化問題（応用最適化シリーズ3）

藤澤 克樹， 梅谷 俊治

最適化手法入門 （データサイエンス入門シリーズ）

駒木 文保 (編集), 寒野 善博 (著)

はじめての最適化

関口 良行

データ分析ライブラリーを用いた 最適化モデルの作り方（Pythonによる問題解決シリーズ1）

斉藤 努,他

図解 ボトムアップ理論

畑 喜美夫

勝つ人のメンタル （日経プレミアシリーズ277）

大儀見 浩介

サッカー ボールを使ったフィジカルトレーニング

広瀬 統一，菅澤 大我
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トレーナー木場克己のサッカー専用トレーニング111

木場 克己

サッカー新しい攻撃の教科書

坪井健太郎，小澤一郎

サッカー 新しい守備の教科書

坪井健太郎

スクーグ 分析化学

Douglas A. Skoog，Donald M. West，F.James Holler，Stanley R. Crouch， 小澤 岳昌 (翻訳)

スタンダード分析化学

角田 欣一，梅村 知也，堀田 弘樹

化学現象から学ぶ化学の数学

基礎から応用まで

The Story of Philosophy

田中 裕之，根本 修克，沼田 靖，小林 以弦，内野 智裕，山岸 賢司

Bryan Magee

