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№ 資料ID 配置場所 請求記号 資料情報(資料名・著者等)
1 10502021335251 2閲B1FエリアA 007.6/N34 CentOS徹底入門 / 中島能和, 飛田伸一郎著. -- 第2版. -- 翔泳社, 2008.2.
2 10502021335243 2閲B1FエリアA 007.6/V84 VMware徹底入門 / ヴイエムウェア株式会社著. -- 第2版. -- 翔泳社, 2010.11.
3 10502021335260 2閲B1FエリアA 007.64/F47 Scheme手習い / Daniel P.Friedman, Matthias Felleisen著 ; 元吉文男, 横山晶一共訳. -- オーム社, 2010.10.
4 10502021334760 1閲開架書架 007.64/I11 はじめての「Go言語」 / 茨木隆彰著. -- 工学社, 2010.11. -- (I/O books).
5 10502021334832 1閲開架書架 159/C89 7つの習慣 : 成功には原則があった! / スティーブン・R・コヴィー著 ; ジェームス・スキナー, 川西茂訳. -- キング・ベアー出版, 1996.12.
6 10502021334816 1閲開架書架 159/Se15 20歳のときに知っておきたかったこと : スタンフォード大学集中講義 / ティナ・シーリグ著 ; 高遠裕子訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2010.3.
7 10502021335014 1閲開架書架 160/To49 なぜ、脳は神を創ったのか? / 苫米地英人著. -- フォレスト出版, 2010.6. -- (Forest 2545 Shinsyo ; 015).
8 10502021334913 1閲開架書架 319.1/Sa47 日中韓歴史大論争 / 櫻井よしこ [ほか] 著. -- 文藝春秋, 2010.10. -- (文春新書 ; 777).
9 10502021335022 1閲開架書架 375.6/H84 教育の職業的意義 : 若者、学校、社会をつなぐ / 本田由紀著. -- 筑摩書房, 2009.12. -- (ちくま新書 ; 817).
10 10502021334891 1閲開架書架 376.2/Ts79 人間形成の日米比較 : かくれたカリキュラム / 恒吉僚子著. -- 中央公論社, 1992.3. -- (中公新書 ; 1065).
11 10502021334930 1閲開架書架 377.1/Mo75 大学破綻 : 合併、身売り、倒産の内幕 / 諸星裕 [著]. -- 角川書店, 2010.10-- (角川oneテーマ21 ; C-194).
12 10502021335030 1閲開架書架 377.1/O88 大学論 : いかに教え、いかに学ぶか / 大塚英志著. -- 講談社, 2010.3. -- (講談社現代新書 ; 2043).
13 10502021334840 1閲開架書架 404/B76 まだ科学で解けない13の謎 / マイケル・ブルックス著 ; 楡井浩一訳. -- 草思社, 2010.5.
14 10502021334859 1閲開架書架 404/I54 こんなこともまだ分かっていない「科学の謎」71 / インフォペディア編. -- 光文社, 2010.5. -- (知恵の森文庫 ; tい6-4).
15 10502021334808 1閲開架書架 410.4/Sa47 面白くて眠れなくなる数学 / 桜井進著. -- PHPエディターズ・グループ,　2010.8
16 10502021334751 1閲開架書架 429.5/Ko39 「常温核融合」を科学する : 現象の実像と機構の解明 / 小島英夫著. -- 工学社, 2005.8.
17 10502021334743 1閲開架書架 429.5/Ta33/2008 凝集核融合のメカニズム / 高橋亮人著. -- 工学社, 2008.5. -- (常温核融合 / 高橋亮人著 ; 2008).
18 10502021334786 1閲開架書架 429/Ta33 シンクロトロン放射光 物質科学最前線 : 先端未踏領域を照らし出す英知の光 / 高橋功, 加藤知編. -- アドスリー, 2010.4
19 10502021335006 1閲開架書架 463/Ta89 ヒトはどうして死ぬのか : 死の遺伝子の謎 / 田沼靖一著. -- 幻冬舎, 2010.7. -- (幻冬舎新書 ; 180, [た-6-1]).
20 10502021334999 1閲開架書架 473/N32 粘菌 : その驚くべき知性 / 中垣俊之著. -- PHP研究所, 2010.5. -- (PHPサイエンス・ワールド新書 ; 019).
21 10502021334824 1閲開架書架 491.3/Sa29 脳科学の真実 : 脳研究者は何を考えているか / 坂井克之著. -- 河出書房新社, 2009.10. -- (河出ブックス ; 005).
22 10502021334948 1閲開架書架 501.6/C39 100語でわかるエネルギー / ジャン=マリ・シュヴァリエ著 ; 斎藤かぐみ訳. -- 白水社, 2010.9. -- (文庫クセジュ ; 950).
23 10502021335049 1閲開架書架 502.1/I98 人類を幸せにする国・日本 / 井沢元彦 [著]. -- 祥伝社, 2010.11. -- (祥伝社新書 ; 218).
24 10502021334921 1閲開架書架 502.2/I68 「科学技術大国」中国の真実 / 伊佐進一著. -- 講談社, 2010.10. -- (講談社現代新書 ; 2075).
25 10502021334905 1閲開架書架 510.9/F57 公共事業が日本を救う / 藤井聡著. -- 文藝春秋, 2010.10. -- (文春新書 ; 779).
26 10502021334778 1閲開架書架 615.7/Ta55 図解よくわかる植物工場 / 高辻正基著. -- 日刊工業新聞社, 2010.2. -- (B&Tブックス).
27 10502021334735 1閲開架書架 694.6/A49 初歩からわかるAndroid最新プログラミング / 安生真, 柴田文彦, 藤枝崇史共著. -- インプレスジャパン, 2010.11
28 10502021334794 1閲開架書架 913.6/Ka14 私と悪魔の100の問答 / 上遠野浩平著. -- 講談社, 2010.10.
29 10502021334980 1閲文庫新書 914.6/Mu27//S 父の詫び状 / 向田邦子著. -- : 新装版. -- 文藝春秋, 2006.2. -- (文春文庫 ; [む-1-21]).
30 10502021334875 1閲文庫新書 933/A92//S われはロボット : 決定版 / アイザック・アシモフ著 ; 小尾芙佐訳. -- 早川書房, 2004.8. -- (ハヤカワ文庫).
31 10502021334883 1閲文庫新書 953/V71//S 未来のイヴ / ヴィリエ・ド・リラダン著 ; 斎藤磯雄訳. -- 東京創元社, 1996.5. -- (創元ライブラリ).
32 10502021334867 1閲文庫新書 989.5/C16//S 絶対製造工場 / カレル・チャペック著 ; 飯島周訳. -- 平凡社, 2010.8. -- (平凡社ライブラリー ; 706 ; ち-1-4).
33 10502021334972 1閲開架書架 989.8/L54 虚数 / スタニスワフ・レム著 ; 長谷見一雄, 沼野充義, 西成彦訳. -- 国書刊行会, 1998.2. -- (文学の冒険).


