
書名 編著者名 出版社 配置場所 請求記号 登録番号 備考

人工知能は人間を超えるか : ディープラーニングの先にあるもの 松尾 豊 KADOKAWA 新着資料 007.1||Mat T021300
詳解ディープラーニング : TensorFlow・Kerasによる時系列データ処理 巣籠 悠輔 マイナビ出版 教育要項 007.13||Sug T021253 教育要項

論理と哲学の世界 吉田 夏彦 筑摩書房 新着資料 100||Yos T021287

瞬間を生きる哲学 : 「今ここ」に佇む技法 古東 哲明 筑摩書房 教育要項 104||Kot T021256 教育要項

脳はいかに意識をつくるのか : 脳の異常から心の謎に迫る Northoff Georg 白揚社 新着資料 114.2||Nor T021358

進化するマインドフルネス : ウェルビーイングへと続く道 飯塚 まり 創元社 教育要項 146.8||Iiz T021226 教育要項

臨床実践を導く認知行動療法の10の理論 : 「ベックの認知療法」から「ACT」・「マインドフルネス」までKazantzis Nikolaos 星和書店 教育要項 146.8||Kan T021265 教育要項

マインドフルネス入門講義 大谷 彰 金剛出版 教育要項 146.8||Oht T021261 教育要項

「目覚め」への3つのステップ : マインドフルネスを生活に生かす実践 Rosenberg Larry 春秋社 教育要項 180.4||Lar T021255 教育要項

禅僧が教える考えすぎない生き方 藤田 一照 大和書房 教育要項 188.8||Fuj T021217 教育要項

「禅トレ」で生きるのがラクになる 藤田 一照 世界文化社 教育要項 188.8||Fuj T021218 教育要項

現代坐禅講義  : 只管打坐への道 = Modern lectures on zazen : the way to shikantaza藤田 一照 佼成出版社 教育要項 188.8||Fuj T021225 教育要項

イシューからはじめよ : 知的生産の「シンプルな本質」 安宅 和人 英治出版 教育要項 336.2||Ata T021249 教育要項

身体感覚を取り戻す : 腰・ハラ文化の再生 斉藤 孝 日本放送出版協会 教育要項 361.5||Sai T021219 教育要項

いじめの正体 : 現場から提起する真のいじめ対策 和田 慎市 共栄書房 新着資料 371.4||Wad T021294

東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください! 西成 活裕 かんき出版 新着資料 410||Nis T021298
数学文章作法 基礎編 結城 浩 筑摩書房 教育要項 410||Yuk T021223 教育要項

完全独習統計学入門 小島 寛之 ダイヤモンド社 1 417||Koj T021274

完全独習ベイズ統計学入門 小島 寛之 ダイヤモンド社 新着資料 417||Koj T021302

マンガでわかる統計学 因子分析編 高橋 信 オーム社 新着資料 417||Tak T021295

マンガでわかる統計学 回帰分析編 高橋 信 オーム社 新着資料 417||Tak T021296
入門生化学 佐藤 健 裳華房 新着資料 464||Sat T021359

バッタを倒しにアフリカへ 前野 ウルド浩太郎 光文社 新着資料 486.45||Mae T021288

江戸時代の医学 : 名医たちの三〇〇年 青木 歳幸 吉川弘文館 新着資料 490.21||Aok T021259 教育要項

明治期におけるドイツ医学の受容と普及 : 東京大学医学部外史 吉良 枝郎 築地書館 新着資料 490.21||Kir T021262 教育要項

日本近代医学史 小高 健 考古堂書店 教育要項 490.21||Oda T021244 教育要項

プラクティカル解剖実習脳 千田 隆夫 丸善出版 新着資料 491.171||Sen T021268 教育要項

解剖生理学 坂井 建雄 医学書院 教育要項 491.31||Kei T021267 教育要項

運動生理学20講 勝田 茂 朝倉書店 教育要項 491.367||Kat T021252 教育要項

高次脳機能がよくわかる脳のしくみとそのみかた 植村 研一 医学書院 新着資料 491.371||Uem T021357

マッキー生化学 : 分子から解き明かす生命 McKee Trudy 化学同人 新着資料 491.4||Mac T021355

Bergey's manual of determinative bacteriology Bergey D. H. Williams & Wilkins 教育要項 491.7||Ber T021245 教育要項

Review of medical microbiology and immunology : a guide to clinical infectious diseasesLevinson Warren McGraw-Hill education 教育要項 491.7||Lev T021266 教育要項

哲学、心理学

6月新着図書(本館)

自然科学

医学一般

基礎医学系

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784040800202
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784839962517
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784480097613
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784480015143
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784826901925
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784422101194
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784791108299
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784772413886
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784393365557
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784479393139
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784418182176
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784333025503
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784862760852
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784140018934
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784763410818
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784761273910
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784480095251
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=4478820090
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784478013328
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784274066627
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784274066146
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784785352387
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784334039899
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784642080774
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784806713982
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784874997680
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784621086148
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260031714
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784254690460
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260031950
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784759819434
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780683006032
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781259644498


ポケットマニュアル尿沈渣 : カラー版 八木 靖二 医歯薬出版 教育要項 492.17||Yag T021258 教育要項

ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐える力 帚木 蓬生 朝日新聞出版 教育要項 493.7||Hah T021247 教育要項

医療現場の「意図せざる結果」はなぜ生まれるか 横井 豊彦 中央経済社 新着資料 493.75||Yok T021283

マインドフルネス認知療法 : うつを予防する新しいアプローチ Segal Zindel V. 北大路書房 教育要項 493.764||Seg T021260 教育要項

マインドフルネス認知療法ワークブック : うつと感情的苦痛から自由になる8週間プログラム Teasdale John 北大路書房 教育要項 493.764||Tea T021264 教育要項

Nelson textbook of pediatrics v. 1 Nelson Waldo E. Elsevier 新着資料 493.9||Nel T021281 教育要項

Nelson textbook of pediatrics v. 2 Nelson Waldo E. Elsevier 新着資料 493.9||Nel T021282 教育要項

入門腫瘍内科学 = Medical oncology 日本臨床腫瘍学会 篠原出版新社 教育要項 494.5||Nyu T021263 教育要項

表皮系病変 泉 美貴 秀潤社 新着資料 494.8||Mik T021356

マインドフルネスストレス低減法 Kabat-Zinn Jon 北大路書房 教育要項 498.39||Kab T021216 教育要項

マインドフルネスのはじめ方 : 今この瞬間とあなたの人生を取り戻すために Kabat-Zinn Jon 金剛出版 教育要項 498.39||Kab T021257 教育要項

マインドフルネス・ストレス低減法ワークブック Stahl Bob 金剛出版 教育要項 498.39||Sta T021254 教育要項

サーチ・インサイド・ユアセルフ : 仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法 Tan Chade-Meng 英治出版 教育要項 498.39||Tan T021250 教育要項

おはなしMT(マハラノビス・タグチ)システム : 予測・推測の可能性を広げる品質工学手法 鴨下 隆志 日本規格協会 新着資料 509.66||Kam T021299

どこがおかしい?何がおかしい? 北原 保雄 大修館書店 教育要項 810.4||Kit T021240 教育要項

何が気になる?どうして気になる? 北原 保雄 大修館書店 教育要項 810.4||Kit T021241 教育要項

問題な日本語 その3 北原 保雄 大修館書店 教育要項 810.4||Kit T021242 教育要項

問題な日本語 その4 北原 保雄 大修館書店 教育要項 810.4||Kit T021243 教育要項

日本語教のすすめ 鈴木 孝夫 新潮社 教育要項 810.4||Suz T021224 教育要項

日本人と漢字 笹原 宏之 集英社インターナショナル 新着資料 811.2||Sas T021301
ことばハンター : 国語辞典はこうつくる 飯間 浩明 ポプラ社 新着資料 813.1||Iim T021273

学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方 サンキュータツオ KADOKAWA 教育要項 813.1||San T021222 教育要項

これでわかる 国文法 中学1〜3年 文英堂編集部 文英堂 教育要項 815||Bun T021227 教育要項

文章表現のための辞典活用法 中村 明 東京堂出版 教育要項 816||Nak T021251 教育要項

日本語作文術 : 伝わる文章を書くために 野内 良三 中央公論新社 新着資料 816||Nou T021270 教育要項

舟を編む 三浦 しをん 光文社 教育要項 913.6||Miu T021221 教育要項

【ブルーバックス B-2089】 世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 板橋 繁 講談社 新書 Blue T021145

【ブルーバックス B-2092】 いやでも数学が面白くなる : 「勝利の方程式」は解けるのか? 志村 史夫 講談社 新書 Blue T021146
【ブルーバックス B-2089】 今日から使えるフーリエ変換 : 式の意味を理解し、使いこなす 三谷 政昭 講談社 新書 Blue T021231

【ブルーバックス B-2089】 富士山噴火と南海トラフ : 海が揺さぶる陸のマグマ 鎌田 浩毅 講談社 新書 Blue T021232

【ブルーバックス B-2089】 深海--極限の世界 : 生命と地球の謎に迫る 藤倉 克則 講談社 新書 Blue T021233

【ブルーバックス B-2089】 2つの粒子で世界がわかる : 量子力学から見た物質と力 森 弘之 講談社 新書 Blue T021234

【岩波新書 新赤版 1768】 がん免疫療法とは何か 本庶 佑 岩波書店 新書 Iwanami T021147

【岩波新書 新赤版 1769】 平成経済衰退の本質 金子 勝 岩波書店 新書 Iwanami T021148

【岩波新書 新赤版 1770】 植民地から建国へ : 19世紀初頭まで 和田 光弘 岩波書店 新書 Iwanami T021149

文学

言語

新書

臨床医学系

技術

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784263226773
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784022630582
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784502298318
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784762825743
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784762830358
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9996120139
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=999612018X
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784884123819
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=4879623407
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784762825842
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784772415422
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784772413305
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784862762276
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=4542902730
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=4469221686
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784469221725
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784469221930
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784469222166
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784106103339
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784797673074
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784591160725
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784044002077
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784578231417
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784490209839
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784121020567
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784334927769
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065152140
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065154878
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065155004
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065160435
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065160428
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065160411
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317685
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317692
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317708


【岩波新書 新赤版 1774】 バブル経済事件の深層 奥山 俊宏 岩波書店 新書 Iwanami T021150

【岩波新書 新赤版 1775】 ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎 岩波書店 新書 Iwanami T021151

【岩波科学ライブラリー 284】 論理学超入門 グレアム・プリースト 岩波書店 新書 Iwanami T021215
【岩波新書 新赤版 1776】 二度読んだ本を三度読む 柳 広司 岩波書店 新書 Iwanami T021235

【岩波新書 新赤版 1777】 平成時代 吉見 俊哉 岩波書店 新書 Iwanami T021236

【岩波新書 新赤版 1778】 アメリカ人のみた日本の死刑 Johnson David T. 岩波書店 新書 Iwanami T021237

【岩波新書 新赤版 1779】 マキァヴェッリ : 『君主論』をよむ 鹿子生 浩輝 岩波書店 新書 Iwanami T021238

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317746
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317753
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784000296847
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317760
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317777
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317784
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317791

