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3220045※ 007.13||Ish Scratchではじめる機械学習 : 作りながら楽しく学べるAIプログラミング 石原 淳也 ほか オライリー・ジャパン
3220046※ 007.13||Ito ScratchでAIを学ぼう : ゲームプログラミングで強化学習を体験 伊藤 真 日経BP
3220044※ 007.6079||Mar この1冊で合格!丸山紀代のITパスポートテキスト&問題集（改訂2版） 丸山 紀代 KADOKAWA

1110892※ 159.4||Iba すぐに結果を出す新入社員は、「これ」だけやっている : 20代のうちに身につけておきたい「しごと」のコツ 伊庭 正康 秀和システム
1110891※ 159.4||Tak なぜか声がかかる人の習慣 高橋 浩一 日経BP日本経済新聞出版本部

1110897 380.8||Mon||188 ものと人間の文化史 188 玉ころがし 杉山 一夫 法政大学出版局

3220031 408||Blu||2200 ブルーバックス2200 日本史サイエンス : 邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海戦の謎を解く 播田 安弘 講談社
3220032 408||Blu||2201 ブルーバックス2201 本当に役立つ栄養学 : 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学 佐藤 成美 講談社
3220033 408||Blu||2202 ブルーバックス2202 地球温暖化はなぜ起こるのか : 気候モデルで探る過去・現在・未来の地球 真鍋 淑郎 講談社
3220034 408||Blu||2203 ブルーバックス2203 生命はいかに誕生し、多様化したのか 土屋 健 講談社
3220035 408||Blu||2206 ブルーバックス2206 新体系・大学数学入門の教科書（上） 芳沢 光雄 講談社
3220036 408||Blu||2207 ブルーバックス2207 新体系・大学数学入門の教科書（下） 芳沢 光雄 講談社
3220051 408||Blu||2208 ブルーバックス2208 生物を分けると世界が分かる : 分類すると見えてくる、生物進化と地球の変遷 岡西 政典 講談社
3220052 408||Blu||2209 ブルーバックス2209 50歳からの科学的「筋肉トレーニング」 Julius Fink 講談社
1110868 408||Iwa||312 岩波科学ライブラリー 312 ことばと算数 : その間違いにはワケがある Hirose Yuki 岩波書店
1110896 408||Iwa||313 岩波科学ライブラリー 313 ヒトデとクモヒトデ : 謎の☆ (ほし) 形動物 藤田 敏彦 岩波書店
1110888※ 427||Mad 電磁気学の楽しみ 間多 均 青山社
1110886 488.21||Sat 美しい鳴き声が聞こえる日本の野鳥図鑑 里中 遊歩 宝島社
1110894◎ 491.65||Tah がん研究と私 : 引き継がれる夢 田原 栄一 医薬経済社

1110890※ 507||Kam 最強のエンジニアになるための話し方の教科書 亀山 雅司 マネジメント社
1110893※ 507||Kam 最強のエンジニアになるためのプレゼンの教科書 亀山 雅司 マネジメント社
1110870 518.8||Uts まちづくりの統計学 : 政策づくりのためのデータの見方・使い方 宇都宮 浄人 学芸出版社
1110895◎ 537.067||Abe トヨタ「家元組織」革命 : 世界が学ぶ永続企業の「思想・技・所作」 阿部 修平 リンクタイズ
3220030 548.22||Ota SpresenseではじめるローパワーエッジAI 太田 義則 オライリー・ジャパン

1110889※ 756.6||Sat 新・日本名刀100選 佐藤 寒山 秋田書店
3220050※ 757.3||Nip 色彩検定公式テキストUC級 2022改訂版 日本色彩研究所 色彩検定協会

1110881 913.2||Ono||3 ラノベ古事記 : 日本の英雄と天翔ける物語 小野寺 優 KADOKAWA
3220048※ 913.6||Aka ヴァイオレット・エヴァーガーデン : エバー・アフター 暁 佳奈 京都アニメーション
3220049※ 913.6||Aka ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝 暁 佳奈 京都アニメーション
1110887 913.6||Ama 凍る草原に鐘は鳴る 天城 光琴 文藝春秋
1110885 913.6||Asa 俺ではない炎上 浅倉 秋成 双葉社
1110880 913.6||Chi 戴天 千葉 ともこ 文藝春秋
3220047※ 913.6||Him 彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ 文藝春秋
3220041 913.6||Hos||2 孤独な月 ほしおさなえ 大和書房

000 総記

900 文学

500 技術・工学

300 社会科学

400 自然科学

100 哲学・宗教

700 芸術
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3220037 913.6||Kam||12 心霊探偵八雲12：魂の深淵 神永 学 KADOKAWA
3220038 913.6||Kam||13 心霊探偵八雲COMPLETE FILES 神永 学 KADOKAWA
1110884 913.6||Mac 宙 (そら) ごはん 町田 そのこ 小学館
1110875 913.6||Mar||13 オーバーロード 聖王国の聖騎士（下） 丸山 くがね KADOKAWA
1110876 913.6||Mar||14 オーバーロード 14 滅国の魔女 丸山 くがね KADOKAWA
1110871 913.6||Miy||2 きたきた捕物帖 2 子宝船 宮部 みゆき PHP研究所
1110873 913.6||Nak||10 ⿁人幻燈抄 大正編 夏雲の唄 中西モトオ 双葉社
1110874 913.6||Nis 掟上今日子の忍法帖 西尾 維新 講談社
1110883 913.6||Oto 乙女の本棚：悪魔 しきみ 立東舎
1110882 913.6||Oto||26 乙女の本棚：鼠 堀 辰雄 立東舎
1110877 913.6||Ran 鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ 新潮社
3220039 913.6||Shi||5 親王殿下のパティシエール 5 皇帝陛下とお菓子の宮殿 篠原悠希 角川春樹事務所
3220040 913.6||Shi||6 親王殿下のパティシエール 6 大英帝国の全権大使 篠原悠希 角川春樹事務所
1110872 913.6||Sho <磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也 光文社
3220042 913.6||Tsu||11 宝石商リチャード氏の謎鑑定：輝きのかけら 辻村 七子 集英社
3220043 913.6||Tsu||12 宝石商リチャード氏の謎鑑定：少年と螺鈿箪笥 辻村 七子 集英社
1110879 933.7||Nap エドワードへの手紙 Napolitano Ann 河出書房新社
1110878 933.7||Wil リリアンと燃える双子の終わらない夏 WilsonKevin 集英社
1110869 969.3||Sar 象の旅 ジョゼ・サラマーゴ 書肆侃侃房

※資料番号に(◎)印が付いている図書は寄贈です。
※資料番号に(※)印が付いている図書は学生リクエストです。


