
資料ID 請求記号 書名 著者 出版社 出版年月 URL
1 eb00098 007 イラストで学ぶ人工知能概論 谷口, 忠大 講談社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028177
2 eb00171 007.1 情報理論のエッセンス　改訂2版 平田廣則 オーム社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033709/
3 eb00186 007.1 量子コンピューティング : 基本アルゴリズムから量子機械学習まで 嶋田義皓著 オーム社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034769
4 eb00135 007.13 いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本 ―人気講師が教える仕事にAIを導入する方法― 韮原, 祐介 インプレスＲ＆2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052973
5 eb00145 007.13 AI事典 第3版 中島, 秀之 近代科学社 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085388
6 eb00146 007.13 人間知能と人工知能：あるAI研究者の知能論 大須賀節雄 オーム社 2020/04 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029425
7 eb00170 007.13 Python機械学習プログラミング　第3版 : 達人データサイエンティストによる理論と実践 Sebastian Raschka/Va  インプレス 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033581/
8 eb00122 007.634 できるWindows 10　2020年　改訂5版 法林岳之 インプレス 2020/1/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00025961
9 eb00207 007.64 初級C言語 : やさしいC 後藤良和, 高田大二, 佐久実教出版 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00009080
10 eb00215 007.64 Java入門編　 第2版 : ゼロからはじめるプログラミング 三谷純 翔泳社 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00022405
11 eb00181 121.6 日本人を肯定する : 近代保守の死 田中英道著 勉誠出版 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00015395
12 eb00202 141.5 「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく東大思考 西岡壱誠著 東洋経済新報社2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00032827
13 eb00182 175.99 御朱印でめぐる九州の神社 : 週末開運さんぽ : 集めるごとに運気アップ! (地球の歩き方御朱印シリーズ:18) 『地球の歩き方』編集室ダイヤモンド・  2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00021240
14 eb00188 290.9 ときを駆ける老女 : 台湾・日本から世界、そして台湾へ 鈴木れいこ著 彩流社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00032217
15 eb00162 291.940 地球の歩き方　天草　2020年 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033849/
16 eb00139 302.454 人を知る法、待つことを知る正義 ―東アフリカ農村からの法人類学― 石田, 慎一郎 勁草書房 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085323
17 eb00141 320 問題演習基本七法 2019 ―憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法― 法学教室編集室 有斐閣 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089011
18 eb00165 331 1次関数で学ぶ経済学　改訂版 増田辰良 大学教育出版 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029437/
19 eb00136 333.8 SDGsとは何か? ―世界を変える17のSDGs目標― 安藤　顯 三和書籍 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085687
20 eb00138 333.8 SDGs fun learning book ―a bright future for all of us― 市坪, 誠 丸善雄松堂 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075843
21 eb00118 335.1 経営学入門 十川広国 中央経済社 2006/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00005432
22 eb00096 336 イノベーション全書 紺野 登 東洋経済新報社2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086515
23 eb00097 336 ビジネスモデル・ナビゲーター オリヴァー・ガスマン 翔泳社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052425
24 eb00252 336 マネジメント・コントロール : 8つのケースから考える人と企業経営の方向性 横田絵理, 金子晋也著 有斐閣 2014.3 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034711
25 eb00149 336.17 新　企業の研究者を目指す皆さんへ 丸山 宏 近代科学社 2019/12 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00026401
26 eb00158 336.3 図解＆事例で学ぶ課長・部長マネジメントの教科書 野田稔【監修】/シェル マイナビ出版 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00026535/
27 eb00201 336.3 組織と働き方を「変える・変えない・先延ばす」さて、どうする? 上村紀夫 [著] クロスメディア  2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00032477
28 eb00168 336.47 自力で目標達成できる「ヨミ表」マネジメント 亀田啓一郎 クロスメディア2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033488/
29 eb00190 336.97 グローバルキャリアをめざせ!USCPA米国公認会計士合格へのパスポート 三輪豊明著 税務経理協会 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00001346
30 eb00120 338 お金の賢者と愚者 岡田悟　小栗正嗣　片田ダイヤモンド社2016/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00016373
31 eb00121 338 富裕層のカネと知恵 清水量介　中村正毅　藤ダイヤモンド社2012/10/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00016500
32 eb00152 338.14 ＣＶＣ　コーポレートベンチャーキャピタル グローバルビジネスを勝ち抜く新たな経営戦略 アンドリュー・ロマンス   ダイヤモンド社2017/10 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00015023
33 eb00180 338.8 外資系運用会社が明かす投資信託の舞台裏 ドイチェ・アセット・マダイヤモンド・  2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00015006
34 eb00173 374 IT超初心者のためのedumap活用スピードガイド 教育のための科学研究所近代科学社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00032053
35 eb00221 375.42 すぐにできる!双方向オンライン授業 : Zoom、Teams、Googleソフトを活用して、質の高い講義と化学実験を実現 福村裕史, 飯箸泰宏, 後藤化学同人 2020.7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091710
36 eb00124 377.15 思考を鍛える大学の学び入門 ―論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで―第2版 井下千以子 慶應義塾大学出2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087015
37 eb00140 377.15 大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤, 拓司 慶應義塾大学出2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085416
38 eb00254 377.5 ポスドクの流儀 : 悩みを解きほぐして今日から行動するためのチェックリスト Liz Elvidge, Carol Spen   羊土社 2020.3 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00028294
39 eb00130 377.7 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 第2版 児島将康 羊土社 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078016
40 eb00131 377.7 科研費獲得の方法とコツ ―実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略―改訂第7版 児島将康 羊土社 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091799
41 eb00150 383.8 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  築地書館 2019/06 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00021499
42 eb00233 404 マンガでわかる!今日からドヤれる科学リテラシー講座 : 教えて!夜子先生 くられ原案・解説/くが 化学同人 2020.7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091711
43 eb00234 404 ぶっ飛び!科学教室 : 科学オタクが贈るとっておきのネタと実験 ヘレン・アーニー, ステ化学同人 2020.8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096569
44 eb00144 407 図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 ―論文・レポートを自力で書けるようになる方法 福地　健太郎 翔泳社 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084288
45 eb00151 407 なぜ科学はストーリーを必要としているのか：ハリウッドに学んだ伝える技術 ランディ・オルソン【著 　慶応義塾大学出2018/07 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00019226
46 eb00174 407 理系 国際学会のためのビギナーズガイド 山中司/西澤幹雄/山下美裳華房 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030472
47 eb00153 410 「数」はいかに世界を変えたか （ビジュアルガイドもっと知りたい数学 1） トム・ジャクソン 創元社 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087502
48 eb00169 410.9 よくわかるデジタル数学 : 離散数学へのアプローチ 阿部圭一 近代科学社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033552/
49 eb00189 413.6 微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析 (理工系のための数学入門. Introduction to mathematics for science and engineering learners) 一色秀夫, 塩川高雄共著オーム社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034770
50 eb00157 417 やさしく学ぶデータ分析に必要な統計の教科書 羽山博 インプレス 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00015333
51 eb00218 430 生理学・生化学につながる　ていねいな化学 白戸亮吉　小川由香里　羊土社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034837
52 eb00223 430 大学生のための化学の教科書 : fundamentals of chemistry 改訂 松本一嗣著 幸書房 2019.3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090872
53 eb00238 430 化学のちから : 生命・環境・エネルギーの理解のために 岡野光俊著 裳華房 2018.3 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030448
54 eb00239 430 例題で学ぶ基礎化学 高橋三男, 鈴木孝雄編著森北出版 2013.6 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00001045
55 eb00241 430 現代化学序説 齋藤一弥著 裳華房 2019.11 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030446
56 eb00245 430.7 化学のための数学・物理 (物理化学入門シリーズ) 河野裕彦著 裳華房 2019.11 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030445
57 eb00242 431 大学の物理化学 (ステップアップ) 齋藤勝裕, 林久夫共著 裳華房 2009.1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030459
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58 eb00199 431.11 元素図鑑 : 世界で一番美しい セオドア・グレイ著/武 創元社 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00024795
59 eb00236 431.13 錯体化合物事典 錯体化学会編集 朝倉書店 2019.9 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00022492
60 eb00237 431.3 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ著/ニ 創元社 2018.9 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00024797
61 eb00230 431.35 高機能性金属錯体が拓く触媒科学 : 革新的分子変換反応の創出をめざして(CSJ Current Review:37) 日本化学会編 化学同人 2020.3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091716
62 eb00229 431.6 しっかり学ぶ化学熱力学 : エントロピーはなぜ増えるのか 石原顕光著 裳華房 2019.5 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077158
63 eb00246 431.7 基礎からわかる電気化学 第2版(物質工学入門シリーズ) 泉生一郎 [ほか] 著 森北出版 2015.12 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00001046
64 eb00224 432 基礎化学実験 第2版増補 京都大学大学院人間・環共立出版 2019.4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091720
65 eb00240 432 基礎化学実験 改訂第5版 広島大学総合科学部化学大学教育出版 2016.4 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00001448
66 eb00243 433 大学の分析化学 (ステップアップ) 齋藤勝裕, 藤原学共著 裳華房 2008.10 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030460
67 eb00227 435 演習で学ぶ無機化学基礎の基礎 M.Almond, M.Spillman  化学同人 2019.2 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075557
68 eb00228 437 大学院をめざす人のための有機化学演習 : 基本問題と院試問題で実戦トレーニング! 東郷秀雄著 化学同人 2019.7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081770
69 eb00231 437 有機化学1000本ノック 矢野将文著 化学同人 2019.3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075561
70 eb00178 451 天気と気象100 : 一生付き合う自然現象を本格解説 饒村曜著 オーム社 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00005666
71 eb00212 451 空を見上げたくなる本 : お天気読みになるための10カ条 山本光義著 技報堂出版 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030250
72 eb00251 457 あの恐竜どこにいた?地図で見る恐竜のくらし図鑑 クリス・バーカー, ダレ創元社 2020.10 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034319
73 eb00142 459.036 鉱物・宝石の科学事典 日本鉱物科学会 朝倉書店 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083807
74 eb00258 463.6 細胞死 : その分子機構,生理機能,病態制御(Dojin bioscience series:33) 三浦正幸, 清水重臣編 化学同人 2019.8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078575
75 eb00205 464 マンガでわかる生化学 武村政春著 : 菊野郎作画オーム社 2009 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00005959
76 eb00262 493.23 心疾患の治療薬 第3版  (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.1) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054698
77 eb00263 493.2 高血圧・他の治療薬  (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.2) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054699
78 eb00264 493.17 血液系疾患の治療薬  (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.3) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054700
79 eb00265 493.3 呼吸器系疾患の治療薬  (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.4) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054701
80 eb00266 493.4 消化器系疾患の治療薬  (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.5) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054702
81 eb00267 493.12 代謝性疾患の治療薬 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.6) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054703
82 eb00268 491.64 炎症と免疫性疾患の治療薬  (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.7) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054704
83 eb00269 493.8 感染症の治療薬 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.8) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054705
84 eb00270 491.65 悪性腫瘍の治療薬 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.9) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054706
85 eb00271 491.171 てんかん、パーキンソン病、認知症：中枢神経作用薬 第3版(医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.10-12) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054707
86 eb00272 491.171 睡眠薬、麻薬および類似薬、麻酔薬：中枢神経作用薬 第3版 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.10-12) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054708
87 eb00273 491.171 うつ病、双極性障害、統合失調症、不安：中枢神経作用薬 第3版 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.10-12) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054709
88 eb00274 464.2 生命を構成するもの 第3版  (医学教育シリーズ. 目で見る生化学入門:Vol. 1) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060769
89 eb00275 491.4 生体エネルギー（Ⅰ） 第3版  (医学教育シリーズ. 目で見る生化学入門:Vol.2-3) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060770
90 eb00276 491.4 生体エネルギー（Ⅱ） 第3版 (医学教育シリーズ. 目で見る生化学入門:Vol.2-3) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060771
91 eb00277 491.4 生体機能とタンパク質 第3版  (医学教育シリーズ. 目で見る生化学入門:vol.4) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060772
92 eb00278 491.4 生命の継続 第3版 (医学教育シリーズ. 目で見る生化学入門:vol.5) 医学映像教育センター制医学映像教育セ2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060773
93 eb00247 467.2 ゲノム編集の基本原理と応用 : ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9 山本卓著 裳華房 2018.6 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00018048
94 eb00193 467.5 クジラの鼻から進化を覗く (シリーズ・遺伝子から探る生物進化:1) 岸田拓士著 慶應義塾大学出2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00015997
95 eb00194 481.37 意識の進化的起源 : カンブリア爆発で心は生まれた トッド・E・ファインバ  勁草書房 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00019483
96 eb00232 481.78 イヌは何を考えているか : 脳科学が明らかにする動物の気持ち グレゴリー・バーンズ著  化学同人 2020.8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096567
97 eb00156 486.1 昆虫の脳をつくる : 君のパソコンに脳をつくってみよう 神崎亮平【編著】 朝倉書店 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00019210
98 eb00187 487.85 カエルを釣る、カエルを食べる : 両生類の雑学ノート (平凡社新書:217) 周達生著 平凡社 2004 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00014510
99 eb00129 490.14 医療現場の行動経済学 ―すれ違う医者と患者― 大竹文雄　平井啓 東洋経済新報社2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061451

100 eb00192 490.7 ライフサイエンス論文を書くための英作文&用例500 河本健, 大武博著 羊土社 2009 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00012523
101 eb00261 491.3 人体は流転する : 医学書が説明しきれないからだの変化 ギャヴィン・フランシス みすず書房 2020.4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092862
102 eb00163 491.358 LIFESPAN（ライフスパン）老いなき世界 デビッド・Ａ・シンクレ東洋経済新報社2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033061
103 eb00206 491.4 ワークブックで学ぶヒトの生化学 : 構造・酵素・代謝 坂本順司著 裳華房 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00006259
104 eb00175 491.5 イラストで理解するかみくだき薬理学　改定2版 町谷安紀 南山堂 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00031612
105 eb00177 491.5 医療現場のための薬物相互作用リテラシー 大野能之　樋坂章博【編南山堂 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00026205
106 eb00208 491.5 薬物動態のイロハ 加藤基浩著 南山堂 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00011778
107 eb00210 491.5 くすりと薬理  (臨床工学テキスト) 海本浩一編著/岩谷博次 東京電機大学出2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00015836
108 eb00209 491.7 イラストでわかる微生物学超入門 : 病原微生物の感染のしくみ 齋藤光正著 南山堂 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00011799
109 eb00137 491.8 リーズナブル免疫生物学 吉田, 龍太郎 中外医学社 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076077
110 eb00183 492.3 循環器/腎・泌尿器/代謝/内分泌 (臨床薬学テキストシリーズ. 薬理・病態・薬物治療) 赤池昭紀, 伊藤貞嘉担当中山書店 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029744
111 eb00185 493.73 神経・筋・精神/麻酔・鎮痛 (臨床薬学テキストシリーズ. 薬理・病態・薬物治療) 赤池昭紀担当編集/高橋  中山書店 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030515
112 eb00256 493.87 ウイルスの世紀 : なぜ繰り返し出現するのか 山内一也 [著] みすず書房 2020.8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096615
113 eb00093 498 未病医学標準テキスト 日本未病システム学会 エヌ・ティー・2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062458
114 eb00179 498.4 環境の汚染とヒトの健康 : 健康のリスクをどう防ぐ 森澤眞輔著 コロナ社 2011 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00008645
115 eb00094 499 薬学と社会 ―医療経済・多職種連携とチーム医療・地域医療・在宅医療―（臨床薬学テキストシリーズ） 望月, 眞弓 中山書店 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046077



116 eb00176 499.2 シンプルでわかりやすい 薬歴・指導記録の書き方 寺沢匡史【編著】 南山堂 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00026208
117 eb00214 499.8 つまずきから学ぶ漢方薬 : 構造主義と番号順の漢方学習 岩田健太郎【著】　西本中外医学社 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00021592
118 eb00259 501.83 デザイン科学事典 日本デザイン学会編 丸善出版 2019.10 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087311
119 eb00203 507 電気と工事 2020年11月号 オーム社 オーム社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033571
120 eb00159 509.6 儲かるモノづくりのためのＰＬＭと原価企画 : 設計・製造・会計の連携がもたらす新しい経営手法 北山一真/尾関将/伊与田東洋経済新報社2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029698/
121 eb00195 519 環境工学 (Professional engineer library) 山崎慎一編著/青木哲 [ほ  実教出版 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00027257
122 eb00211 519 環境学 : 21世紀の教養 京都大学で環境学を考え朝倉書店 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00017753
123 eb00220 519 基礎からわかる環境化学 庄司良　下ヶ橋雅樹 森北出版 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00011970
124 eb00143 519.3 大気環境の事典 大気環境学会 朝倉書店 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083808
125 eb00095 525 オフィスビル 3 ―実戦:中小自社ビル・貸ビル―（建築設計資料 107） 建築思潮研究所 建築資料研究社2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005244
126 eb00235 537.25 電気自動車の制御システム : 電池・モータ・エコ技術 出口欣高, 小笠原悟司著  東京電機大学出2009.6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001616
127 eb00161 547 オンラインで集まろう！Zoom Google Meetで始めるパーティーと教室 松下典子/くぼきじゅん インプレス 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033723/
128 eb00184 547.48 インターネット (コンピュータサイエンス教科書シリーズ:10) 加藤聰彦著 コロナ社 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030124
129 eb00213 548 PC自作・チューンナップ虎の巻:Dos/v power report インプレス インプレス 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034994
130 eb00160 548.2 情報処理技術遺産とパイオニアたち 情報処理学会歴史特別委近代科学社 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033553/
131 eb00253 549 パワーエレクトロニクス 佐久川貴志著 森北出版 2020.11 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034924
132 eb00257 549.3 ディジタル電子回路 : 集積回路化時代の 第2版 藤井信生著 オーム社 2020.2 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093330
133 eb00260 549.3 アナログ電子回路 : 集積回路化時代の 第2版 藤井信生著 オーム社 2019.10 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093314
134 eb00244 549.8 基礎から学ぶ半導体電子デバイス 大谷直毅著 森北出版 2019.10 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00024471
135 eb00222 570 ものづくりの化学が一番わかる : 身近な工業製品から化学がわかる (しくみ図解:033) 左巻健男編著 技術評論社 2013.4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018430
136 eb00249 572.1 バッテリマネジメント工学 : 電池の仕組みから状態推定まで 足立修一, 廣田幸嗣編著   東京電機大学出2015.12 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00007067
137 eb00191 574.6 窒素固定の科学 : 化学と生物学からの挑戦 干鯛眞信著 裳華房 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00006238
138 eb00225 576.16 食用油脂の基礎と劣化防止 中谷明浩著 幸書房 2020.7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092687
139 eb00154 578 基礎からわかる高分子材料 井上和人/清水秀信/岡部森北出版 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00001049
140 eb00226 578.4 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 (CSJ Current Review:34) 日本化学会編 化学同人 2020.5 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091714
141 eb00155 579.16 Food microbiology : fundamentals and frontiers 5th ed Michael P. Doyle, Fran    ASM Press 2019 https://ebookcentral.proquest.com/lib/sojolibrary/detail.action?docID=6037161
142 eb00217 588.55 新版　ワインの図鑑 君嶋哲至【監修】 マイナビ出版 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030334
143 eb00119 591 人生にお金はいくら必要か : 超シンプルな人生設計の基本 山崎元　岩城みずほ 東洋経済新報社2017/6/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00010079
144 eb00200 601.1 地域イノベーションのためのトポスデザイン (地域デザイン学会叢書:6) 原田保, 山田啓一, 石川和学文社 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00027454
145 eb00172 675 戦略から始めるエンゲージメントマーケティング 小川共和 クロスメディア2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00033725/
146 eb00198 675 よくわかるWeb/モバイル/ソーシャルメディアマーケティングの教科書 櫻沢信行, 林なほ子著 マイナビ 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00026413
147 eb00216 694.6 作って学ぶ iPhoneアプリの教科書 : Swift 4 ＆ Xcode 9 対応 森巧尚 マイナビ出版 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00026757
148 eb00196 726.507 プロの絵師の技を完全マスターキャラ塗り上達術決定版 : CLIP STUDIO PAINT PRO/EX対応 サイドランチ著 インプレス 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00021131
149 eb00164 740 週末をもっと楽しく！予算1万円で行く写真旅 デジタルカメラマガジンインプレス 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00028430/
150 eb00197 757.3 3色だけでセンスのいい色 : 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア ingectar‐e著 インプレス 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030256
151 eb00255 760.1 悲しい曲の何が悲しいのか : 音楽美学と心の哲学 源河亨著 慶應義塾大学出2019.10 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030725
152 eb00166 780.19 臨床スポーツ医学 : 特集　スポーツ現場における重大事故とその対応 . 2020年6月号（37巻6号） 文光堂 文光堂 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00031504/
153 eb00248 780.19 アンチ・ドーピング徹底解説スポーツ医薬 : 服薬指導とその根拠 鈴木秀典総編集/赤間高  中山書店 2020.2 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030089
154 eb00204 780.7 月刊トレーニングジャーナル 2020年11月号 ブックハウスHD ブックハウスH 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00034579
155 eb00167 783.7 松坂世代、それから 矢崎良一 インプレス 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00031702/
156 eb00148 801.6 この本を書いたのは誰だ？：統計で探る“文章の指紋” 村上征勝 勉誠出版 2020/03 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029423
157 eb00117 830.79 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 600 一杉武史【編】 アルク 2020/3/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030045
158 eb00132 830.79 TOEIC L&Rテストやたらと出る英単語クイックマスター+ （TTT速習シリーズ） 寺倉, テッド アルク 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072815
159 eb00133 830.79 TOEIC L&Rテストリスニングゼロからスコアが稼げるドリル 高橋, 恭子 アルク 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083947
160 eb00134 830.79 TOEIC L&Rテスト「直前」模試3回分 ―「直前」の技術を定着させる極上の600問!― テッド寺倉 アルク 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087713
161 eb00219 830.79 TOEIC TEST 英文法 出るとこだけ！ : 直前５日間で１００点差がつく！ 小石裕子 アルク 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00011389
162 eb00250 830.79 頂上制覇TOEICテストリーディングPart7究極の技術 (テクニック) : Book4 ロバート・ヒルキ [ほか  研究社 2013.7 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00007743
163 eb00099 307.8 でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030340
164 eb00104 307.8 内定獲得のメソッド　自己分析 岡茂信 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030345
165 eb00105 307.8 内定獲得のメソッド　一般常識　即戦力 問題集 マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030346
166 eb00106 307.8 内定獲得のメソッド　SPI　解法の極意 マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030347
167 eb00108 307.8 要点マスター！　SPI マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030349
168 eb00109 307.8 要点マスター！　一般常識 マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030350
169 eb00114 336.47 社会人になる前に知っておきたいビジネスパーソンの常識と 白川美知子 学文社 2016/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00027405
170 eb00115 336.49 よくわかる 自信がつくビジネスマナー　改訂3版 富士通エフ・オー・エムFOM出版 2019/1/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00028453
171 eb00116 336.49 よくわかる 自信がつくプレゼンテーション 引きつけて離さないテクニック　<改訂版> 富士通エフ・オー・エムFOM出版 2017/12/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029358
172 eb00147 377.15 大学１年生からの　社会を見る眼のつくり方 大学初年次教育研究会 大月書店 2020/03 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00029707
173 eb00102 377.9 内定獲得のメソッド　面接　自己PR　志望動機 才木弓加 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030343



174 eb00103 377.9 内定獲得のメソッド　面接担当者の質問の意図 才木弓加 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030344
175 eb00107 377.9 内定獲得のメソッド　業界＆職種研究ガイド マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030348
176 eb00101 377.9 内定獲得のメソッド　エントリーシート　完全 突破塾 岡茂信 マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030342
177 eb00100 377.9 内定獲得のメソッド　インターンシップ　仕事のホントを知る！見る！ 考える！ 岡茂信　才木弓加　美土マイナビ出版 2020/4/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030341
178 eb00110 377.9 要点マスター！　面接＆エントリーシート 才木弓加 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030351
179 eb00111 377.9 内定獲得のメソッド　就活ノートの作り方 才木弓加 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030352
180 eb00112 377.9 要点マスター！　就活マナー 美土路雅子 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030353
181 eb00113 377.9 内定獲得のメソッド　就職活動がまるごと分かる本 岡茂信 マイナビ出版 2020/5/1 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/lib.sojo-u/bookdetail/p/KP00030354
182 eb00123 377.9 大学生のための実践的キャリア&就活講座 伊藤宏　高橋修　松坂暢中央経済社 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086412
183 eb00125 377.9 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076763
184 eb00126 377.9 就職四季報総合版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086417
185 eb00127 377.9 就職四季報女子版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086418
186 eb00128 377.9 就職四季報優良・中堅企業版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086419


	請求記号順

