
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

1111039 007.6||Com||11 ディジタル通信　改訂版　（コンピュータサイエンス教科書シリーズ１１） 岩波 保則 コロナ社

1111075 007.63||Saw ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント入門 澤部 直太　ほか オーム社

1111024 146.8||Tak 「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 武田 友紀 飛鳥新社

1111059 289.3||Hei 部分と全体 : 私の生涯の偉大な出会いと対話  W. ハイゼンベルク みすず書房

1111046 302.53||Ame アメリカ文化事典 アメリカ学会 丸善出版

3220095 307.8||Spi これが本当のWebテストだ!　２０２４年度　玉手箱・C-GAB編 SPIノートの会 講談社

1111079 336.1||Kob OODA (ウーダ) : 危機管理と効率・達成を叶えるマネジメント 小林 宏之 徳間書店

1111078 336.1||Ric OODA LOOP : 次世代の最強組織に進化する意思決定スキル チェット・リチャーズ 東洋経済新報社

1111076 336.1||Suz 基礎からわかる!VUCA時代に最大の成果を上げるプロジェクトを成功に導くOODAループ 入門 鈴木道代 スローウォーター

1111080 336.2||Iri OODAループ思考「入門」 : 日本人のための世界最速思考マニュアル 入江 仁之 ダイヤモンド社

1111077 336.3||Iri 「すぐ決まる組織」のつくり方 : 想定外でも迷わない! : OODA(ウーダ)マネジメント 入江 仁之 フォレスト出版

1111073 336||Hir プロジェクトマネジメント標準PMBOK入門 広兼 修 オーム社

1111074 336||Mae PMBOK第6版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書 前田 和哉 技術評論社

1111081 336||Yam WBS/EVMによるITプロジェクトマネジメント 山戸 昭三　ほか ソフト・リサーチ・センター

1111047 382.1||Kan 日本文化事典 神崎 宣武編　ほか 丸善出版

1111071 400||New VISUAL BOOK OF THE SCIENCE 科学大図鑑 縣 秀彦 (監修) ㈱ニュートンプレス

1111068 420||New VISUAL BOOK OF THE UNITS&LAWS 単位と法則大図鑑 和田 純夫 (監修) ㈱ニュートンプレス

2023年1月31日付　　   新着図書案内（協力会教員選書）      　苫小牧高専図書館

400　自然科学

000　総記

300　社会科学

100　哲学・宗教

200　歴史
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1111051 421.3||Ono 第一原理計算の基礎と応用 : 計算物質科学への誘い（基本法則から読み解く物理学最前線２７） 大野 かおる 共立出版

1111050 421.3||Tak 量子エンタングルメントから創発する宇宙（基本法則から読み解く物理学最前線２３） 高柳 匡 共立出版

1111057 423.6||Oog 重力とは何か : アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る 大栗 博司 幻冬舎

1111041 424||Nis フーリエ音響学入門 天津 成美 ほか キャテック

1111044 424||Onk||23 生体組織の超音波計測 （音響サイエンスシリーズ２３） 松川 真美 ほか コロナ社

1111043 424||Onk||8 超音波　(音響学講座８) 渡辺 好章 ほか コロナ社

1111042 424||Onk||B-4 ディジタル音響信号処理入門 : Pythonによる自主演習 （音響入門シリーズ B-4 ） 小澤 賢司 コロナ社

1111060 429.6||Hab 素粒子の探求で宇宙がみえてくる : 波場センセイのとっておき50話 波場 直之 丸善出版

1111058 429.6||Oog 強い力と弱い力 : ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く 大栗 博司 幻冬舎

1111066 430||New VISUAL BOOK OF THECHEMISTRY 化学大図鑑 プレミアム 桜井 弘（監修） ㈱ニュートンプレス

1111067 431.11||New VISUAL BOOK OF THE ELEMENTS 元素大図鑑 桜井 弘（監修） ㈱ニュートンプレス

1111061 437||Yan 有機化学1000本ノック　立体化学編 矢野 将文 化学同人

1111062 437||Yan 有機化学1000本ノック　命名法編 矢野 将文 化学同人

1111063 437||Yan 有機化学1000本ノック　反応機構編 矢野 将文 化学同人

1111064 437||Yan 有機化学1000本ノック　反応生成物編 矢野 将文 化学同人

1111065 437||Yan 有機化学1000本ノック　スペクトル解析編 矢野 将文 化学同人

1111069 460||New VISUAL BOOK OF THE BIOLOGY 生物大図鑑 田沼 靖一(監修) ㈱ニュートンプレス

1111070 463||New VISUAL BOOK OF THE CELL 細胞大図鑑 牛木 辰男 (監修) ㈱ニュートンプレス

1111048 501.4||Iwa 材料開発のための機械学習超入門（マテリアルズ・インフォマティクス） 岩崎 悠真 日刊工業新聞社

1111049 501.4||Iwa 機械学習を活用したマテリアルDX超入門 （マテリアルズ・インフォマティクス２） 岩崎 悠真 日刊工業新聞社

1111032 515.1||Nip 平成29年道路橋示方書に基づく道路橋の設計計算例 日本道路協会編 日本道路協会

1111031 515.8||Nip 道路橋点検必携 : 橋梁点検に関する参考資料 日本道路協会編 日本道路協会

500　技術・工学
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1111030 515||Nip 道路橋示方書・同解説V耐震設計編に関する参考資料 日本道路協会編 日本道路協会

1111025 515||Nip||1 道路橋示方書・同解説１　共通編　改訂版 日本道路協会編 日本道路協会

1111026 515||Nip||2 道路橋示方書・同解説２　鋼橋・鋼部材編　改訂版 日本道路協会編 日本道路協会

1111027 515||Nip||3 道路橋示方書・同解説３　コンクリート橋・コンクリート部材編　改訂版 日本道路協会編 日本道路協会

1111028 515||Nip||4 道路橋示方書・同解説４　下部構造編　改訂版 日本道路協会編 日本道路協会

1111029 515||Nip||5 道路橋示方書・同解説５　耐震設計編　改訂版 日本道路協会編 日本道路協会

1111052 531.1||Hor 例題で学ぶ材料力学 堀辺 忠志 森北出版

1111054 531.3||Ito わかりやすい機構学 伊藤 智博　ほか 共立出版

1111053 531.3||Suz 基礎から学ぶ機構学 鈴木 健司　ほか オーム社

1111055 532.6||Miy 機械部品を加工するための工具学 : 切削工具を使う技術・管理するノウハウ 宮崎 勝実 大河出版

1111056 532||Kos 機械加工&切削工具 : 21世紀の工作機械と設計技術 : 機械加工の基本 : machining & cutting tools 工作機械加工技術研究会 大河出版

1111036 540.8||Den||20 パワーエレクトロニクス　改訂版（電気・電子系教科書シリーズ２０） 江間 敏　ほか コロナ社

1111034 541.1||Hor 医・生物学系のための電気・電子回路　新版 堀川 宗之 コロナ社

1111037 541.5||Fuj 製品事例から学ぶ現代の電気電子計測 藤田 吾郎 コロナ社

1111035 542||Fuj 電気機器学の基礎理論 藤本 康孝 ほか コロナ社

1111040 547.48||Wat つながる!基礎技術IoT入門 : コンピュータ・ネットワーク・データの基礎から開発まで 渡辺 晴美 ほか コロナ社

1111038 547.5||Kar 無線通信物理層技術へのアプローチ 唐澤 好男 コロナ社

1111045 549.3||Kik 俺の後輩が可愛いのはたぶん何かの間違いだ : マンガでわかる直流安定化電源入門編 菊水電子工業株式会社 TREND-PRO Publishing

1111033 549.3||Tam 図でよくわかる電子回路 田丸 雅夫　ほか コロナ社

1111072 578.4||Nip 持続可能社会をつくるバイオプラスチック : バイオマス材料と生分解性機能の実用化と普及へ向けて 日本化学会編 化学同人

3220094 602.1||Toy 会社四季報業界地図　２０２３年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社

600　産業

700　産業
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1111021 726.1||Sis||1 メンタル強め美女白川さん　１ 獅子 KADOKAWA

1111022 726.1||Sis||2 メンタル強め美女白川さん　２ 獅子 KADOKAWA

1111023 726.1||Sis||3 メンタル強め美女白川さん　３ 獅子 KADOKAWA
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