
学生用理工図書配架リスト（１１月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 共立出版
Google PageRankの数理 : 最強検索エンジン
のランキング手法を求めて

Amy N.Langville,
Carl D.Meyer著/
岩野和生, 黒川利
明, 黒川洋訳

007.58||La 209004166

2 カットシステム
gnuplotの精義 : フリーの高機能グラフ作成
ツールを使いこなす

山本昌志著 007.6||Ya 209004158

3 共立出版
化学系・生物系の計算モデル (アルゴリズム・
サイエンスシリーズ:16 ; 適用事例編)

萩谷昌己, 山本光
晴著

007.64||Ar||16 209003352

4 技術評論社

今すぐ使えるかんたんWindows 7(セブン) :
Home
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate/
Starter全対応

技術評論社編集
部, 阿久津良和著

007.64||Im 209004156

5 技術評論社
UNIXシェル入門 (Essential software guide
book)

小島範幸, 北浦訓
行共著

007.64||Ko 209003827

6 翔泳社
ライトウェイト・プログラマのためのiPhoneアプ
リ開発ガイド : 実例から学ぶiPhone SDKプロ
グラミング

百瀬健太, 古渡晋
也, プロモバイル
株式会社著

007.64||Ra 209004157

7

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング(発売)

ZFS : 仮想化されたファイルシステムの徹底
活用

長原宏治 [ほか]
著

007.643||Zf 209003820

8
日本放送出版協
会

ダーウィンが信じた道 : 進化論に隠された
メッセージ

エイドリアン・デズ
モンド, ジェイム
ズ・ムーア著/矢
野真千子, 野下

289.3||Da 209002680

9 古今書院
未曾有の大災害と地震学 : 関東大震災 (シ
リーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ:第6巻)

武村雅之著 369.3||Sh||6 209003843

10
毎日コミュニケー
ションズ

絶対!内定出る人出ない人 : 就職活動がまる
ごと分かる本 : いつ?どこで?なにをする?
[2011年度版]

岡茂信著 377.9||Ok 209004153

11

日経ナショナルジ
オグラフィック社/
日経BP出版セン
ター (発売)

ビジュアル科学大事典 (ナショナルジオグラ
フィック)

マティアス・デル
ブリュック [ほか]
著/倉田真木 [ほ
か] 訳

400||Bi 209003826

12 日本評論社 美の中の対称性 : 数学からみる自然と芸術 新井朝雄著 401||Ar 209002684

13 岩波書店 科学哲学 (1冊でわかる)
サミール・オカー
シャ [著]/廣瀬覚
訳

401||Ok 209003078

14 森北出版
ノーベル賞その栄光と真実 : 科学における
受賞者はいかにして決められたか

István Hargittai著
/阿部剛久訳

402.8||Ha 209003040

15
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

もうひとつの世界でもっとも美しい10の科学実
験

ジョージ・ジョンソ
ン著/吉田三知世
訳

402||Jo 209004163

16 丸善 仏教の共生思想と科学技術 大柳満之編 404||Bu 209003519
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

17 岩波書店
ブックガイド : 文庫で読む科学 (岩波科学ラ
イブラリー:132)

岩波書店編集部
編

404||Bu 209003022

18 みすず書房
叛逆としての科学 : 本を語り、文化を読む22
章

フリーマン・ダイソ
ン [著]/柴田裕之
訳

404||Dy 209003043

19 東京大学出版会
階層構造の科学 : 宇宙・地球・生命をつなぐ
新しい視点

阪口秀, 草野完
也, 末次大輔編

404||Ka 209002262

20
慶應義塾大学出
版会

民話が語る自然科学 : 見つめなおす郷土の
風景

宮橋裕司著 404||Mi 209003146

21 東京堂出版 知っておきたい法則の事典 遠藤謙一編 404||Sh 209003042

22 河出書房新社
自然界の秘められたデザイン : 雪の結晶は
なぜ六角形なのか?

イアン・スチュ
アート著/梶山あ
ゆみ訳

404||St 209002678

23 化学同人
東大式現代科学用語ナビ : キーワードでわか
るサイエンスの「いま」

東京大学理学系
研究科・理学部編

404||To 209003347

24 岩波書店
一粒の柿の種 : サイエンスコミュニケーショ
ンの広がり

渡辺政隆著 404||Wa 209003080

25 岩波書店
「あいまいさ」を科学する (双書時代のカル
テ)

米沢富美子著 404||Yo 209003079

26 丸善 まずはココから!科学論文の基礎知識
Vernon Booth
[著]/畠山雄二,
谷川正弘訳

407||Bo 209003073

27 丸善 まずはココから!科学論文の基礎知識
Vernon Booth
[著]/畠山雄二,
谷川正弘訳

407||Bo 209003081

28 みすず書房 科学者心得帳 : 科学者の三つの責任とは 池内了 [著] 407||Ik 209003044

29
みみずく舎/医学
評論社 (発売)

実験室の安全 : Q&Aと事故例でなっとく! : 化
学編

田村昌三, 若倉
正英, 熊崎美枝
子編集

407||Ji 209002997

30 丸善 科学者ってなんだ?
梶雅範編/進藤
典男 [ほか] 著

407||Ka 209003134

31 アルク

理系英語40日間ワークブック 基礎編 (理系
たまごの英語40日間トレーニングキット : 世
界で活躍する理工系研究者を目指して:kit-
1-2)

信定薫著 407||Ri||1 209002731

32 アルク

理系英語40日間ワークブック 発展編 (理系
たまごの英語40日間トレーニングキット : 世
界で活躍する理工系研究者を目指して:kit-
1-2)

信定薫著 407||Ri||2 209002732
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33 アルク

学習ナビブック : 「理系英語の道は一日にし
て成らず」 (理系たまごの英語40日間トレー
ニングキット : 世界で活躍する理工系研究者
を目指して:kit-3)

斎藤恭一著 407||Ri||3 209002733

34 アルク

インタビューブック : 「理系も英語で勝負す
る」 (理系たまごの英語40日間トレーニング
キット : 世界で活躍する理工系研究者を目
指して:kit-4)

 407||Ri||4 209002734

35 羊土社
やるべきことが見えてくる研究者の仕事術 :
プロフェッショナル根性論

島岡要著 407||Sh 209002686

36 中央大学出版部 科学技術の公共政策

細野助博[ほか]
監修/日本公共
政策学会, 中央
大学21世紀COE

409||Ka 209003120

37 PHP研究所 天才たちが愛した美しい数式 桜井進著 410.2||Sa 209003740

38 朝倉書店 数学の流れ30講 下 志賀浩二著 410.2||Sh||3 209001766

39
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

もっとも美しい対称性
イアン・スチュ
アート著/水谷淳
訳

410.2||St 209003137

40 岩波書店
文明開化の数学と物理 (岩波科学ライブラ
リー:150)

蟹江幸博, 並木
雅俊著

410.21||Ka 209003024

41 朝倉書店 数学公式活用事典 : 新装版 秀島照次編 410.38||Su 209003733

42 青土社
数学でわかる100のこと : いつも隣の列のほ
うが早く進むわけ

ジョン・D・バロウ
著/松浦俊輔, 小
野木明恵訳

410.4||Ba 209003119

43 青土社 数が世界をつくった : 数と統計の楽しい教室
I・バーナード・
コーエン著/寺嶋
英志訳

410.4||Co 209003135

44 数学書房 この定理が美しい
数学書房編集部
編

410.4||Ko 209002579

45
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

数学と論理をめぐる不思議な冒険
ジョセフ・メイザー
著/松浦俊輔訳

410.4||Ma 209003125

46 学術図書出版社 教養の数学 第2版
「教養の数学」編
集委員会編

410.7||Ky 209002590

47 ナガセ 佐藤の数学教科書 数列編 (東進ブックス) 佐藤恒雄著 410.7||Sa 209002501

48 ナガセ
佐藤の数学教科書 三角関数編 (東進ブック
ス)

佐藤恒雄著 410.7||Sa 209002601

3



出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

49 ナガセ
佐藤の数学教科書 指数・対数関数編 (東進
ブックス)

佐藤恒雄著 410.7||Sa 209002602

50 ナガセ
佐藤の数学教科書 式と証明・複素数編 (東
進ブックス)

佐藤恒雄著 410.7||Sa 209002603

51 日本実業出版社
もう一度高校数学 : 数IA・数IIB・数IIICがこの
1冊でいっきにわかる

高橋一雄著 410.7||Ta 209002577

52 森北出版
ガードナー傑作選集 : ゲーム、パズル、マ
ジックで知る娯楽数学の世界 : 楽しみながら
知性の鍛錬

Martin Gardner著
/阿部剛久, 井戸
川知之, 藤井康
生訳

410.79||Ga 209002527

53 青土社 世界でもっとも奇妙な数学パズル
ジュリアン・ハヴィ
ル著/松浦俊輔
訳

410.79||Ha 209002622

54 岩波書店
Fermat予想 2 (岩波講座現代数学の展
開:11-12)

斎藤毅著 410.8||Iw||12 209003045

55 サイエンス社
情報・符号・暗号の理論入門 (情報系のため
の数学:2)

守屋悦朗著 410.8||Jo|| 2 209003742

56 朝倉書店 確率論 (基礎数理講座:2) 高橋幸雄著 410.8||Ki||2 209002140

57 朝倉書店 線形代数汎論 (基礎数理講座:3) 伊理正夫著 410.8||Ki||3 209002141

58 朝倉書店 数理モデル (基礎数理講座:4) 柳井浩著 410.8||Ki||4 209002142

59 共立出版 統計 第2版 (共立講座21世紀の数学:14) 竹村彰通著 410.8||Ky||14 209002631

60 朝倉書店 フーリエ解析 (シリーズ物理数学:1) 江沢洋著 410.8||Sh||1 209002583

61 数学書房 力学と微分方程式 (数学書房選書:1) 山本義隆著 410.8||Su||1 209002578

62 岩波書店 論理と計算のしくみ
萩谷昌己, 西崎
真也著

410.9||Ha 209002528

63 岩波書店 論理と計算のしくみ
萩谷昌己, 西崎
真也著

410.9||Ha 209003082

64 日本評論社 論理と集合から始める数学の基礎 嘉田勝著 410.9||Ka 209003731
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65 日本評論社 集合論 : 独立性証明への案内
ケネス・キューネ
ン著/藤田博司訳

410.9||Ku 209003738

66 東京大学出版会 集合と位相 (大学数学の入門:8) 斎藤毅著 410.9||Sa 209003844

67 岩波書店
こんどこそ!わかる数学 (岩波科学ライブラ
リー:128)

新井紀子著 410||Ar 209002296

68 理論社
生き抜くための数学入門 (よりみちパン!
セ:23)

新井紀子著
/100%ORANGE装
画・挿画

410||Ar 209002497

69 PHP研究所
数と形の事典 : 算数がもっとおもしろくなる :
自分で考える力をつけよう!

新井紀子, 岡部
恒治著

410||Ar 209002623

70 岩波書店
こんどこそ!わかる数学 (岩波科学ライブラ
リー:128)

新井紀子著 410||Ar 209003023

71 東京図書 数学は言葉 (Math stories) 新井紀子著 410||Ar 209003847

72 コロナ社
情報数学 : 組合せと整数およびアルゴリズ
ム解析の数学 (計測・制御テクノロジーシ
リーズ:20)

浅野孝夫著 410||As 209002373

73 日本評論社 大学1・2年ではどんな数学を学ぶの?
数学セミナー編
集部編

410||Da 209003728

74 早川書房
数学する遺伝子 : あなたが数を使いこなし、
論理的に考えられるわけ

キース・デブリン
著/山下篤子訳

410||De 209003136

75
関西学院大学出
版会

現代数理入門
宮西正宜, 茨木
俊秀編著

410||Ge 209002584

76 学術図書出版社 理工系の基礎数学 硲野敏博著 410||Ha 209002496

77 共立出版
オイラーの定数ガンマ : γで旅する数学の
世界

Julian Havil著/新
妻弘監訳

410||Ha 209002598

78 大学教育出版 理工系のための基礎からの数学 新版 疋田瑞穂著 410||Hi 209003233

79 日本評論社
一緒に楽しむための数学 : π、アミダくじか
ら年金、金融まで

日本大学文理学
部数学教室編

410||Is 209002290

80 現代数学社
MaxとMinに泣く 新版 (数学の盲点とその解
明)

石谷茂著 410||Is 209002498
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81 学術図書出版社 基礎数学
植野義明 [ほか]
共著

410||Ki 209003730

82
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

工学のための離散数学 (工学のための数
学:EKM-12)

黒澤馨著 410||Ku 209003739

83 電気書院
これからスタート!理工学の基礎数学 改訂新
版

松田修著 410||Ma 209003732

84 現代数学社
科学ファンのための理工系数学 : 二項係数
から相対論まで

松延宏一朗著 410||Ma 209003746

85 培風館
算数から数学へ (統計学を学ぶための数学
入門:上)

岡本安晴著 410||Ok||1 209003726

86 培風館
データ分析に活かす (統計学を学ぶための
数学入門:下)

岡本安晴著 410||Ok||2 209003727

87 教育出版 数学トレッキングガイド
東京理科大学数
学教育研究所編

410||Su 209002629

88 教育出版 数学トレッキングツアー [1]
東京理科大学数
学教育研究所編

410||Su||1 209002499

89 教育出版 数学トレッキングツアー 2
東京理科大学数
学教育研究所編

410||Su||2 209002630

90
東京電機大学出
版局

大学新入生の数学 : 高校から大学へのス
テップアップ

田澤義彦著 410||Ta 209003737

91 岩波書店 不思議な数eの物語
E.マオール著/伊
理由美訳

411.2||Ma 209002277

92 岩波書店 不思議な数eの物語
E.マオール著/伊
理由美訳

411.2||Ma 209002278

93 現代数学社 常識としての線形代数 安藤四郎著 411.3||An 209002628

94 現代数学社
線型代数の発想 : 数学ターミナル : 楽屋裏
から「なぜこう考えるのか」を探ってみよう

小林幸夫著 411.3||Ko 209002626

95 裳華房
リメディアル線形代数 : 2次行列と図形から
の導入

桑村雅隆著 411.3||Ku 209002588

96 数学書房 線形代数学 中村郁著 411.3||Na 209002581

6



出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

97 学術図書出版社 計算力が身に付く線形代数 佐野公朗著 411.3||Sa 209002600

98 培風館 線形代数学28講
青木貴史 [ほか]
共著

411.3||Se 209002589

99 岩波書店 線形計算の数理 (岩波数学叢書)
杉原正顯, 室田一
雄著

411.3||Su 209003980

100 現代数学社 高校・大学生のための整数の理論と演習 河田直樹著 412||Ka 209002627

101 共立出版 無理数と極限 復刊 小松勇作著 413.1||Ko 209002620

102 培風館 微分積分学28講
青木貴史 [ほか]
共著

413.3||Bi 209002361

103 現代数学社 微積分の根底をさぐる : 新装版 稲葉三男著 413.3||In 209002625

104 数学書房 微かに分かる微分積分 小松建三著 413.3||Ko 209002580

105 裳華房 微分積分入門 桑村雅隆著 413.3||Ku 209002593

106 培風館 微分積分 : 理工系の教科書 大春愼之助著 413.3||Oh 209002289

107 学術図書出版社 計算力が身に付く偏微分と重積分 佐野公朗著 413.3||Sa 209002599

108 共立出版 ルベーグ積分 復刊 小松勇作著 413.4||Ko 209002621

109 裳華房 初等関数論 改訂版 林一道著 413.5||Ha 209002587

110 中経出版 でるもん三角関数 斎藤裕介著 413.59||Sa 209002493

111 学術図書出版社 応用微分方程式 栗田稔著 413.6||Ku 209002495

112 学術図書出版社 微分方程式の解き方 中井三留著 413.6||Na 209002594
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113 学術図書出版社 計算力が身に付く微分方程式 佐野公朗著 413.6||Sa 209002500

114 裳華房 常微分方程式 2版 藤本淳夫著 413.62||Fu 209002586

115 岩波書店 パンルヴェ方程式 岡本和夫著 413.62||Ok 209002292

116 東京大学出版会 ナヴィエ‐ストークス方程式の数理 岡本久著 413.63||Ok 209002362

117 日本評論社 キーナー応用数学 : 変換論と近似論 上
J.P.キーナー著/
坂元国望訳

413||Ke||1 209003744

118 日本評論社 キーナー応用数学 : 変換論と近似論 下
J.P.キーナー著/
坂元国望訳

413||Ke||2 209003745

119 日本評論社
フーリエ解析入門 (プリンストン解析学講
義:1)

エリアス・M. スタ
イン, ラミ・シャカ
ルチ著/新井仁
之 [ほか] 訳

413||Pu||1 209002279

120 日本評論社
フーリエ解析入門 (プリンストン解析学講
義:1)

エリアス・M. スタ
イン, ラミ・シャカ
ルチ著/新井仁
之 [ほか] 訳

413||Pu||1 209002280

121 日本評論社 複素解析 (プリンストン解析学講義:2)

エリアス・M. スタ
イン, ラミ・シャカ
ルチ著/新井仁
之 [ほか] 訳

413||Pu||2 209002281

122 日本評論社 複素解析 (プリンストン解析学講義:2)

エリアス・M. スタ
イン, ラミ・シャカ
ルチ著/新井仁
之 [ほか] 訳

413||Pu||2 209002282

123 日本評論社 複素解析 (プリンストン解析学講義:2)

エリアス・M. スタ
イン, ラミ・シャカ
ルチ著/新井仁
之 [ほか] 訳

413||Pu||2 209002283

124 開成出版 応用数学入門 横田壽著 413||Yo 209002592

125 岩波書店
ユークリッド『原論』とは何か : 二千年読みつ
がれた数学の古典 (岩波科学ライブラ
リー:148)

斎藤憲著 414.1||Sa 209003025

126 岩波書店 ピタゴラスの定理 : 4000年の歴史
E・マオール [著]/
伊理由美訳

414.12||Ma 209002274

127 岩波書店 ピタゴラスの定理 : 4000年の歴史
E・マオール [著]/
伊理由美訳

414.12||Ma 209002275

128 岩波書店 ピタゴラスの定理 : 4000年の歴史
E・マオール [著]/
伊理由美訳

414.12||Ma 209002276
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

129 岩波書店 ピタゴラスの定理 : 4000年の歴史
E・マオール [著]/
伊理由美訳

414.12||Ma 209003083

130 現代数学社 平面図形の幾何学 難波誠著 414.12||Na 209002595

131
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

不思議な数πの伝記

Alfred
S.Posamentier,
Ingmar Lehmann
著/松浦俊輔訳

414.12||Po 209002727

132
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

不思議な数πの伝記

Alfred
S.Posamentier,
Ingmar Lehmann
著/松浦俊輔訳

414.12||Po 209002728

133 日科技連出版社 座標幾何学演習
竹内伸子, 泉屋
周一, 村山光孝
著

414.5||Ta 209002585

134 パワー社
図面の描き方・基礎と演習 : 立体図・等角
図・正投影図

兼元和美編 414.6||Zu 209003703

135 共立出版 リーマン幾何学入門 復刊 朝長康郎著 414.81||To 209002619

136 日本評論社 ミラー対称性入門 深谷賢治編 414||Mi 209003845

137
シュプリンガー・
フェアラーク東京

ダイヤモンドはなぜ美しい? : 離散調和解析
入門 (シュプリンガー数学リーディングス:第9
巻)

砂田利一著 414||Su 209002359

138
シュプリンガー・
フェアラーク東京

ダイヤモンドはなぜ美しい? : 離散調和解析
入門 (シュプリンガー数学リーディングス:第9
巻)

砂田利一著 414||Su 209002360

139 共立出版 位相空間論 復刊 河野伊三郎著 415.2||Ka 209002618

140 岩波書店
関数解析とフォン・ノイマン環 (作用素環入
門:1)

生西明夫, 中神
祥臣著

415.5||Ik 209002295

141 岩波書店 非線形とは何か : 複雑系への挑戦 吉田善章著 415.5||Yo 209002294

142 ダイヤモンド社 たまたま : 日常に潜む「偶然」を科学する
レナード・ムロディ
ナウ著/田中三彦
訳

417.1||Ml 209003353

143 培風館
ベイジアンネットワーク入門 : 確率的知識情
報処理の基礎

鈴木譲著 417.6||Su 209002679

144 朝倉書店 概説標本調査法 (統計ライブラリー) 土屋隆裕著 417.6||Ts 209003854

9



出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

145 技術評論社
そこにはすべて「誤差」がある : なぜ予想違
い・誤診・偽装が起こるのか? (知りたいサイ
エンス:054)

矢野宏著 417.8||Ya 209002924

146 岩波書店
カーネル多変量解析 : 非線形データ解析の
新しい展開 (確率と情報の科学:第1期)

赤穂昭太郎著 417||Ak 209002315

147 東京図書
データマイニング入門 : Rで学ぶ最新データ
解析

豊田秀樹編著 417||De 209002236

148
京都大学学術出
版会

データ同化 : 観測・実験とモデルを融合するイ
ノベーション

淡路敏之 [ほか]
編著

417||De 209003348

149 カットシステム
R流!イメージで理解する統計処理入門 : デー
タ解析の初歩から,シミュレーション,統計アプリ
の作成方法まで

舟尾暢男著 417||Fu 209003851

150 オーム社 Scilabで学ぶ統計・スペクトル解析と同定 橋本洋志著 417||Ha 209002379

151 岩波書店
調査観察データの統計科学 : 因果推論・選
択バイアス・データ融合 (確率と情報の科学:
第1期)

星野崇宏著 417||Ho 209002687

152 東京図書 SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第3版
石村貞夫, 石村
光資郎著

417||Is 209003047

153 東京図書 SPSSによる統計処理の手順 第5版 石村貞夫著 417||Is 209003048

154 東京図書 SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 第2版
加藤千恵子, 盧
志和, 石村貞夫
著

417||Ka 209003046

155 大学教育出版
統計学というものの考え方 : その初歩から応
用まで

溝上武實著 417||Mi 209003234

156 共立出版
多次元データ解析法 (Rで学ぶデータサイエン
ス:2)

中村永友著 417||Na 209003848

157 朝倉書店 確率・統計 : 文章題のモデル解法 岡部靖憲著 417||Ok 209002582

158 朝倉書店
応用に役立つ50の最適化問題 (応用最適化
シリーズ:3)

藤澤克樹, 梅谷俊
治著

417||Ou||3 209003850

159 オーム社 SPSSによる多変量解析
村瀬洋一, 高田
洋, 廣瀬毅士共
編

417||Sp 209003085

160 東京図書
SPSSで学ぶ調査系データ解析 : データの本
質を見抜く, 解析の意味と方法

田窪正則著 417||Ta 209002510
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

161 オーム社 Rによるやさしい統計学
山田剛史, 杉澤
武俊, 村井潤一
郎共著

417||Ya 209003084

162 東京図書 計算とは何か (Math stories)
新井紀子, 新井敏
康著

418||Ar 209004167

163 三省堂 三省堂新物理小事典 三省堂編修所編 420.33||Sa 209003611

164 吉岡書店
表面張力の物理学 : しずく、あわ、みずた
ま、さざなみの世界 第2版 (物理学叢書:104)

ドゥジェンヌ, ブロ
シャール-ヴィ
アール, ケレ共著
/奥村剛訳

420.8||Bu||104 209003138

165 講談社
物理のための数学入門 (講談社基礎物理学
シリーズ:10)

二宮正夫, 並木雅
俊, 杉山忠男著

420.8||Ko||10 209003822

166 サイエンス社
はじめて学ぶ熱・波動・光 (ライブラリはじめ
て学ぶ物理学:4)

阿部龍蔵著 420.8||Ra||4 209002889

167 サイエンス社
はじめて学ぶ量子力学 (ライブラリはじめて
学ぶ物理学:5)

阿部龍蔵著 420.8||Ra||5 209002887

168 培風館 統計力学 2 (新物理学シリーズ:37-38) 田崎晴明著 420.8||Sh||38 209002325

169 てらぺいあ
基幹物理学 : こつこつと学ぶ人のためのテ
キスト

星崎憲夫, 町田
茂著

420||Ho 209002224

170 共立出版 カラー図解物理学事典

Hans Breuer著
/Rosemarie
Breuer図作/杉原
亮 [ほか] 訳

420||Ka 209002445

171 サイエンス社
わかる電磁気学 (新・数理科学ライブラリ:物
理学 ; 3)

松川宏著 420||Sh||3 209002884

172 日本実業出版社
よくわかる相対性理論 (ゼロからのサイエン
ス)

福江純著 421.2||Fu 209003614

173 PHP研究所
カラーでわかる!相対性理論 : アインシュタイ
ンの世界にようこそ

佐藤勝彦監修 421.2||Ka 209003613

174
シュプリンガー・
ジャパン

量子計算と量子情報の原理 (World physics
selection : textbook)

G.ベネンティ, G.カ
ザーティ, G.ストゥ
リーニ著/廣岡一
訳

421.3||Be 209002932

175
丸善プラネット/
丸善株式会社出
版事業部 (発売)

現代量子力学入門 : 基礎理論から量子情
報・解釈問題まで

D.R.ベス著/樺沢
宇紀訳

421.3||Be 209003615

176 サイエンス社
量子力学の考え方 : 物理で読み解く量子情
報の基礎 (臨時別冊・数理科学. SGCライブ
ラリ:68)

根本香絵著 421.3||Ne 209002885
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

177
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

「標準模型」の宇宙 : 現代物理の金字塔を楽
しむ

ブルース・シュー
ム著/森弘之訳

421.3||Sc 209003852

178
シュプリンガー・
ジャパン

ファインマン統計力学 (Springer university
textbooks)

R.P.ファインマン
著/田中新, 佐藤
仁訳

421.4||Fe 209004161

179 培風館
散逸力学系カオスの統計力学 (非線形科学
シリーズ:5)

藤坂博一 [ほか]
著

421.4||Sa 209003617

180 オーム社
微積で解いて得する物理 : 力学/電磁気学
がスラスラ解ける

細川貴英著 421.5||Ho 209002401

181
日本放送出版協
会

ワープする宇宙 : 5次元時空の謎を解く
リサ・ランドール
著/塩原通緒訳

421||Ra 209002288

182
日本放送出版協
会

ワープする宇宙 : 5次元時空の謎を解く
リサ・ランドール
著/塩原通緒訳

421||Ra 209003050

183
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

ブラックホール戦争 : スティーヴン・ホーキン
グとの20年越しの闘い

レオナルド・サス
キンド著/林田陽
子訳

421||Su 209004165

184 森北出版 基本を学ぶ流体力学 藤田勝久著 423.8||Fu 209002300

185 森北出版 基本を学ぶ流体力学 藤田勝久著 423.8||Fu 209002301

186 技術評論社
「流れの法則」を科学する : 数式なしで見え
る流体力学 (知りたいサイエンス:063)

伊藤慎一郎著 423.8||It 209002933

187 オーム社 はじめての力学 (新インターユニバーシティ) 堀川直顕編著 423||Ho 209003618

188 オプトロニクス社
光測定器ガイド=Opto-electronic measuring
instruments guide 全面改訂版

松本弘一編 425.2||Hi 209002654

189 森北出版 基本光工学 2

Bahaa E.A. Saleh,
Malvin Carl Teich
著/尾崎義治, 朝
倉利光訳

425||Sa||2 209002888

190 アドコム・メディア レンズ光学入門 : 結像の本質を射抜く 渋谷眞人著 425||Sh 209003619

191 裳華房 超伝導入門 (物性科学入門シリーズ) 青木秀夫著 427.45||Ao 209003620

192
Wiley-
Interscience

Principles of plasma discharges and
materials processing 2nd ed

Michael A.
Lieberman, Allan
J. Lichtenberg

427.6||Li 209002614
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193 オーム社 マイクロプラズマ : 基礎と応用
橘邦英 [ほか] 編
著

427.6||Ma 209002384

194 オーム社 マイクロプラズマ : 基礎と応用
橘邦英 [ほか] 編
著

427.6||Ma 209002385

195 サイエンス社
マクスウェル方程式 : 電磁気学のよりよい理
解のために 新版 (SGC books : for senior &
graduate courses:P4)

北野正雄著 427||Ki 209002880

196 マセマ出版社
スバラシク実力がつくと評判の演習電磁気学
キャンパス・ゼミ

高杉豊, 馬場敬之
著

427||Ta 209004162

197 裳華房 高分子の物理学 田中文彦著 428.1||Ta 209002883

198 培風館
液晶のパターンダイナミクス/滑りと摩擦の科
学 (非線形科学シリーズ:4)

日高芳樹, 甲斐
昌一著/松川宏
著

428.35||Hi 209003622

199 内田老鶴圃
材料科学者のための固体電子論入門 : エネ
ルギーバンドと固体の物性

志賀正幸著 428.4||Sh 209002319

200 内田老鶴圃 材料科学者のための固体物理学入門 志賀正幸著 428.4||Sh 209002320

201 丸善 固体電子論入門 : 半導体物理の基礎 志村史夫著 428.4||Sh 209002875

202
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

工学基礎物性物理学 (新・工科系の物理
学:TKP-6)

藤原毅夫著 428||Fu 209003621

203 丸善 光る原子、波うつ電子 伏見康治著 429||Fu 209002326

204 丸善 光る原子、波うつ電子 伏見康治著 429||Fu 209002286

205 朝倉書店 原子衝突 (朝倉物理学大系:14) 高柳和夫著 429||Ta 209003139

206 東京化学同人 化学計算のための数学入門
Paul C. Yates
[著]/林茂雄, 馬
場凉訳

430.7||Pa 209003743

207 三共出版 これからはじめる化学 安藤達彦著 430||An 209003623

208 東京堂出版 日常の化学事典
山田洋一, 吉田
安規良編

430||Ni 209003624
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209 技術評論社
気になる化学の基礎知識 : 身近に化学はあ
ふれている (知りたいサイエンス:056)

齋藤勝裕著 430||Sa 209002934

210 羊土社
バイオ研究者が知っておきたい化学の必須
知識

齋藤勝裕著 430||Sa 209002995

211 丸善 ゼロからはじめる化学 立屋敷哲著 430||Ta 209003054

212 化学同人 元素生活 寄藤文平著 431.11||Yo 209003627

213 丸善
錯体・有機金属の化学 (化学教科書シリー
ズ)

松林玄悦 [ほか]
著

431.13||Sa 209002259

214 丸善 触媒化学 第2版
御園生誠, 斉藤
泰和共著

431.35||Mi 209003086

215 エヌ・ティー・エス
人工光合成 : 生物学的基礎から工業技術的
応用まで : 翻訳版

Anthony F.
Collings, Christa
Critchley編/河野
智謙監訳

431.53||Ji 209003143

216 丸善
光る遺伝子 : オワンクラゲと緑色蛍光タンパ
ク質GFP

マーク・ジマー著
/大森充香訳

431.54||Zi 209002511

217 森北出版
基礎からわかる電気化学 (物質工学入門シ
リーズ)

泉生一郎 [ほか]
著

431.7||Ki 209002529

218 裳華房 入門新高分子科学 大澤善次郎著 431.9||Os 209003628

219 化学同人
物理化学基礎の基礎 : 知っておきたい103の
コンセプト

田中一義編著 431||Bu 209003625

220 化学同人 ベーシック物理化学
原公彦, 米谷紀
嗣, 藤村陽著

431||Ha 209002996

221 ニュートンプレス
イオンと元素 : 化学の「カラクリ」がよくわか
る (ニュートン別冊. サイエンステキストシリー
ズ) (NEWTONムック)

岩澤康浩, 桜井
弘監修

431||Io 209003142

222 東京化学同人 基礎物理化学演習
田中勝久, 齋藤
勝裕著

431||Ta 209003626

223 丸善
炭化水素・ハロゲン化物 第5版 (実験化学講
座:13. 有機化合物の合成:1)

日本化学会編 432.08||Ji||13-1 209002748

224 丸善 イラストで見る化学実験の基礎知識 第3版
飯田隆 [ほか] 編
/[飯田隆 ほか
著]

432||Ir 209002530
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225 化学同人 実験データを正しく扱うために
化学同人編集部
編

432||Ji 209002994

226 講談社
顕微分光法 : ナノ・マイクロの世界を見る分
光法 (分光測定入門シリーズ:10)

日本分光学会編 433.57||Bu||10 209002685

227 講談社 分光装置Q&A (分光測定入門シリーズ:3) 日本分光学会編 433.57||Bu||3 209002676

228 講談社
分光測定のためのレーザー入門 (分光測定
入門シリーズ:4)

日本分光学会編 433.57||Bu||4 209002682

229 講談社
赤外・ラマン分光法 (分光測定入門シリー
ズ:6)

日本分光学会編 433.57||Bu||6 209002675

230 講談社
核磁気共鳴分光法 (分光測定入門シリー
ズ:8)

日本分光学会編 433.57||Bu||8 209002673

231 朝倉書店 蛍光X線分析の実際 中井泉編集 433.57||Ke 209002446

232 化学同人
新しい地平をひらく分析手法の最前線 (化学
フロンティア:20)

北森武彦編 433||At 209003051

233 化学同人 ベーシック機器分析化学
日本分析化学会
近畿支部編

433||Be 209003205

234 丸善 はかってなんぼ 社会編
日本分析化学会
近畿支部編

433||Ha 209003213

235 丸善 はかってなんぼ 職場編
日本分析化学会
近畿支部編

433||Ha 209003236

236 化学同人 溶液内イオン平衡に基づく分析化学 第2版
姫野貞之, 市村彰
男共著

433||Hi 209004159

237 南江堂 機器分析入門 改訂第3版
日本分析化学会
九州支部編

433||Ki 209002225

238 南江堂 パートナー分析化学 1
斎藤寛 [ほか] 編
集

433||Pa||1 209002226

239 南江堂 パートナー分析化学 2
斎藤寛 [ほか] 編
集

433||Pa||2 209002227

240 化学同人
進化を続ける有機触媒 : 有機合成を革新す
る第三の触媒 (化学フロンティア:21)

丸岡啓二編 434||Sh 209003631
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

241 東京化学同人 基礎無機化学 下井守著 435||Sh 209003632

242 岩波書店
鉄学 : 137億年の宇宙誌 (岩波科学ライブラ
リー:161)

宮本英昭, 橘省
吾, 横山広美著

436.81||Mi 209002688

243 CRC総合研究所
有機化学のための分子モデリングワークブッ
ク

Warren J. Hehre,
Alan J.
Shusterman,
Janet E. Nelson

437.01||He 209002882

244 化学同人 ブルース有機化学 下 Paula Y. Bruice著 437||Br||2 209003052

245
ウェイブファンク
ション・インク日
本支店

SpartanModelによる有機化学演習
ヒーリー[著]/幅
田揚一訳

437||He 209002881

246 化学同人 困ったときの有機化学
D.R. クライン著/
竹内敬人, 山口
和夫訳

437||Kl 209003633

247 技術評論社
有機化学がわかる : 最初のコツさえ覚えれ
ばこんなにわかってくるやさしくてためになる
有機化学 (ファーストブック)

齋藤勝裕著 437||Sa 209002936

248 東京化学同人 基礎有機化学演習
齋藤勝裕, 中村
修一著

437||Sa 209003634

249 廣川書店 新有機化学・スタディガイド 第9版

T.W. Graham
Solomons, Craig
B. Fryhle, Robert
G. Johnson [著]

437||So 209003141

250 廣川書店 ソロモンの新有機化学 第9版 下

T.W. Graham
Solomons, Craig
B. Fryhle [著]/池
田正澄 [ほか] 監

437||So||2 209003140

251
サイエンスハウ
ス

宇宙化学・地球化学に魅せられて (叢書知
性の華)

小沼直樹著 440.13||On 209002183

252 丸善
見えない宇宙を観る : 天体の素顔に迫るサ
イエンス (ビジュアル天文学)

Lars Lindberg
Christensen,
Robert Fosbury,
Robert Hurt著/

440.14||Ch 209002531

253 恒星社厚生閣
望遠鏡以前の天文学 : 古代からケプラーま
で

クリストファー・
ウォーカー編/山
本啓二, 川和田
晶子訳

440.2||Bo 209003053

254 恒星社厚生閣 日本の天文学の百年
日本天文学会百
年史編纂委員会
編

440.21||Ni 209002284

255 宝島社 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤勝彦著 440.4||Sa 209002180

256 岩波書店 夏はなぜ暑いのか 佐藤文隆著 440.4||Sa 209003067
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

257
ナノオプト・メディ
ア/近代科学社
(発売)

京の宇宙学 松本紘編著 440||Ky 209003635

258 日本評論社 太陽 (シリーズ現代の天文学:10) 桜井隆 [ほか] 編 440||Sh||10 209003090

259 日本評論社
天体の位置と運動 (シリーズ現代の天文
学:13)

福島登志夫編 440||Sh||13 209003089

260 日本評論社
光・赤外天文学 (シリーズ現代の天文学:15.
宇宙の観測:1)

家正則 [ほか] 編 440||Sh||15 209003087

261 日本評論社
高エネルギー天文学 (シリーズ現代の天文
学:17. 宇宙の観測:3)

井上一 [ほか] 編 440||Sh||17 209003088

262 日本評論社
星間物質と星形成 (シリーズ現代の天文
学:6)

福井康雄 [ほか]
編

440||Sh||6 209003091

263 日東書院本社
天体 : 巨大望遠鏡と探査機が探る宇宙のす
がた (イラスト図解 : 見てわかる読んで納
得!!!)

渡部潤一監修 440||Te 209003636

264 丸善
星空の400年 : 天体望遠鏡の歴史と宇宙 (ビ
ジュアル天文学)

Govert Schilling,
Lars Lindberg
Christensen著/
縣秀彦, 関口和

442.3||Sc 209003638

265 草思社 ブラックホールを見つけた男
アーサー・I・ミ
ラー著/阪本芳久
訳

443.5||Mi 209003637

266 草思社 ブラックホールを見つけた男
アーサー・I・ミ
ラー著/阪本芳久
訳

443.5||Mi 209002677

267 東京大学出版会
銀河進化の謎 : 宇宙の果てに何をみるか
(UT Physics:4)

嶋作一大著 443.6||Sh 209002261

268 化学同人
宇宙の謎に挑むブレーンワールド (DOJIN選
書:26)

白水徹也著 443.9||Sh 209003349

269 東京大学出版会
宇宙137億年解読 : コンピューターで探る歴史
と進化 (UT Physics:6)

吉田直紀著 443.9||Yo 209003849

270 誠文堂新光社 NGC・IC天体写真総カタログ
沼澤茂美, 脇屋
奈々代[著]

443||Nu 209003214

271 学習研究社 最新画像で解き明かす太陽系の謎 前澤洌監修 444||Sa 209003640

272 岩波書店
再現!巨大隕石衝突 : 6500万年前の謎を解く
新版 (岩波科学ライブラリー:155)

松井孝典著 447.3||Ma 209003092
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273 古今書院 地理空間情報の基本と活用 橋本雄一編 448.9||Ch 209003641

274 東洋書林 地図の歴史 : ビジュアル版

ヴィンセント・
ヴァーガ, アメリカ
議会図書館著/
川成洋 [ほか] 訳

448.9||Ch 209002832

275 成山堂書店 宇宙と地球環境 改訂版 (気象ブックス:002) 石田蕙一著 450||Is 209003147

276 ふくろう出版
地球の恵みに感謝!! : 素晴らしい地球のシス
テム

森永速男文と写
真/片尾浩さし絵
と文

450||Mo 209002182

277
京都大学学術出
版会

気象と大気のレーダーリモートセンシング 改
訂第2版

深尾昌一郎, 浜
津享助著

451.2||Fu 209003643

278 古今書院 豪雨の災害情報学 牛山素行著 451.2||Us 209002310

279 成山堂書店
地球温暖化予測がわかる本 : スーパーコン
ピュータの挑戦

近藤洋輝著 451.85||Ko 209003148

280
日本放送出版協
会

地球最後の世代 : 自然が人類に報復しはじ
めた (地球の未来を考える)

フレッド・ピアス著
/小林由香利訳

451.85||Pe 209002255

281 オーム社 気象情報の読み方・使い方 新田尚著 451||Ni 209003094

282 日刊工業新聞社
トコトンやさしい気象の本 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

入田央著 451||Ny 209003642

283 成山堂書店 波浪学のABC 磯崎一郎著 452.5||Is 209003150

284 成山堂書店 高潮の研究 : その実例とメカニズム 宮崎正衛著 452.6||Mi 209003149

285 東京大学出版会 地震波動論 斎藤正徳著 453.12||Sa 209003644

286 東京大学出版会 地震波動論 斎藤正徳著 453.12||Sa 209002683

287 新日本出版社 津波てんでんこ : 近代日本の津波史 山下文男著 453.4||Ya 209002856

288 新日本出版社 津波てんでんこ : 近代日本の津波史 山下文男著 453.4||Ya 209002857
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289 北海道新聞社 有珠山 : 火の山とともに 岡田弘著 453.82117||Ok 209002179

290 古今書院 数理地形学 : 地形の生成機構と数値計算 水谷武司著 454||Mi 209002260

291 岩波書店 日本列島の20億年 : 景観50選 新版
白尾元理, 小疇
尚, 斎藤靖二著

455.1||Sh 209003212

292 オーム社 写真と図で見る日本の地質

地質情報整備・
活用機構, 産業
技術総合研究所
地質調査総合セ

455.1||Sh 209003216

293 東京大学出版会
付加体と巨大地震発生帯 : 南海地震の解明
に向けて

木村学, 木下正高
編

455.8||Fu 209003855

294 朝倉書店 地形変化の科学 : 風化と侵食 松倉公憲著 455.9||Ma 209002729

295 岩波書店 地球のダイナミックス (地質学:1) 平朝彦著 455||Ta||1 209002287

296 岩波書店 地球史の探求 (地質学:3) 平朝彦著 455||Ta||3 209002285

297 草思社 地球46億年全史
リチャード・フォー
ティ著/渡辺政隆,
野中香方子訳

456||Fo 209003235

298 共立出版
大絶滅 : 2億5千万年前, 終末寸前まで追い
詰められた地球生命の物語

Douglas H. Erwin
著/沼波信, 一田
昌宏訳

457||Er 209003565

299 東京大学出版会 古生物学 速水格著 457||Ha 209003858

300 岩波書店 絶滅古生物学 平野弘道著 457||Hi 209003095

301 朝倉書店 ひとめでわかる化石のみかた

クレア・ミルソム,
スー・リグビー著/
舟木嘉浩, 舟木
秋子訳

457||Mi 209003151

302 新評論 太古の光景 : 先史世界の初期絵画表現
マーティン・J.S.ラ
ドウィック著/菅谷
暁訳

457||Ru 209003518

303 朝倉書店 粉末X線解析の実際 第2版
中井泉, 泉富士
夫編集

459.92||Fu 209002730

304 朝倉書店 粉末X線解析の実際 第2版
中井泉, 泉富士
夫編集

459.92||Fu 209002935
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305 アルク
英和学習基本用語辞典生物 : 海外子女・留
学生必携 : 新装版 (留学応援シリーズ)

藤沢皖用語監修
/津田稔用語解
説

460.33||Ei 209003567

306
アドスリー/丸善
株式会社出版事
業部 (発売)

地球環境と人類の未来を考える生命科学 :
発生・再生・分化と環境応答

今岡進編 460.4||Ch 209003589

307 秀潤社
バイオリソース&データベース活用術 : Web
でキャッチ!!実験材料・インフォマティクス (細
胞工学:別冊)

ナショナルバイオ
リソースプロジェ
クト情報運営委
員会監修

460.7||Ba 209002450

308 IBS出版
中級バイオ技術者認定試験問題集 平成22
年版

バイオ技術者認
定試験問題研究
会編

460.7||Ch||22 209003569

309 IBS出版
上級バイオ技術者認定試験問題集 平成22
年版

上級バイオ技術
者認定試験問題
研究会編

460.7||Jo||22 209003568

310 化学同人
研究をささえるモデル生物 : 実験室いきもの
ガイド

吉川寛, 堀寛編 460.75||Ke 209003351

311
慶應義塾大学出
版会

生命と自己 (極東証券寄附講座. 生命の教
養学:2)

慶應義塾大学教
養研究センター
編

460.8||Se||2 209003113

312
慶應義塾大学出
版会

生命を見る・観る・診る (極東証券寄附講座.
生命の教養学:3)

慶應義塾大学教
養研究センター
編

460.8||Se||3 209003114

313
慶應義塾大学出
版会

誕生と死 (極東証券寄附講座. 生命の教養
学:4)

慶應義塾大学教
養研究センター
編

460.8||Se||4 209003115

314 河出書房新社 生物の驚異的な形
エルンスト・ヘッ
ケル著/戸田裕
之訳

460.87||Ha 209003570

315 三共出版 はじめての生命科学

菊池慎太郎, 青
江誠一郎編著/
岡本威明 [ほか]
共著

460||Ha 209003566

316 新曜社
生命の音楽 : ゲノムを超えて--システムズ
バイオロジーへの招待

デニス・ノーブル
著/倉智嘉久訳

460||No 209002914

317 東京図書 大学1・2年生のためのすぐわかる生物 大森茂著 460||Om 209003097

318 東京図書 大学1・2年生のためのすぐわかる演習生物 大森茂著 460||Om 209003098

319 羊土社 生命科学 改訂第3版
東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

460||Se 209003206

320 羊土社 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 和田勝著 460||Wa 209002999
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321 春秋社
セックス・アンド・デス : 生物学の哲学への招
待

キム・ステレル
ニー, ポール・E.
グリフィス著/太
田紘史 [ほか] 訳

461.1||St 209003571

322 共立出版
「数」の数理生物学 (シリーズ数理生物学要
論:巻1)

日本数理生物学
会編集/瀬野裕
美責任編集

461.9||Sh||1 209002633

323 共立出版
「空間」の数理生物学 (シリーズ数理生物学
要論:巻2)

日本数理生物学
会編集/瀬野裕
美責任編集

461.9||Sh||2 209002634

324 共立出版
メンブレントラフィックの奔流 : 分子から細胞,
そして個体へ

大野博司, 吉森
保編集

463.6||Me 209003572

325 共立出版 システム生物学入門 : 生物回路の設計原理
Uri Alon著/倉田
博之, 宮野悟訳

463.7||Al 209003152

326
日本放送出版協
会

細胞の意思 : 「自発性の源」を見つめる
(NHKブックス:1116)

団まりな著 463||Da 209003006

327
シュプリンガー・
フェアラーク東京

メタボローム研究の最前線 (Springer
reviews)

富田勝, 西岡孝
明編

464.2||Me 209003153

328 共立出版 タンパク質計算科学 : 基礎と創薬への応用
神谷成敏 [ほか]
著

464.2||Ta 209003346

329 日本実業出版社
よくわかるDNAと分子生物学 (ゼロからのサ
イエンス)

武村政春著 464.27||Ta 209003573

330 クバプロ 第3の生命鎖 : 糖鎖の謎が今、解る 古川鋼一編集 464.3||Da 209002468

331 共立出版 糖鎖情報の独自性と普遍性
古川鋼一 [ほか]
編

464.3||To 209003574

332 コロナ社
応用酵素学概論 (バイオテクノロジー教科書
シリーズ:16)

喜多恵子著 464.5||Ki 209002483

333
シュプリンガー・
フェアラーク東京

ゲノム微生物学 木村光編 465.3||Ge 209003154

334 オーム社 図解微生物学入門
掘越弘毅編/井
上明, 中島春紫
共著

465||In 209002512

335 羊土社 DNAチップ実験まるわかり (実験医学:別冊)
佐々木博己, 青
柳一彦編

467.25||Dn 209003001

336 丸善
ワトソン組換えDNAの分子生物学 : 遺伝子と
ゲノム 第3版

James D. Watson
[ほか著]/松橋通
生 [ほか] 監訳

467.25||Wa 209002452
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337 オーム社
オープンソースで始めるゲノム・プロテオー
ム・メタボローム解析

樋口千洋著 467.3||Hi 209002513

338 秀潤社
比較ゲノム学から読み解く生命システム : 基
本概念から最新ゲノム情報まで (細胞工学:
別冊)

藤山秋佐夫監修 467.3||Hi 209003000

339 コロナ社
バイオ情報学 : パーソナルゲノム解析から
生体シミュレーションまで (電子情報通信レク
チャーシリーズ:D-23)

小長谷明彦著 467.3||Ko 209003578

340
メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

ゲノミクス : 配列解析から見える種の進化と
生命システム

アーサー・M.レス
ク著/坊農秀雅監
訳/三枝小夜子
訳

467.3||Le 209002139

341
慶應義塾大学出
版会

ぼくらはみんな進化する? (極東証券寄附講
座. 生命の教養学:[1])

慶應義塾大学教
養研究センター
編

467.5||Bo 209003112

342
サイエンスハウ
ス

海と生物の世界が人間に教えてくれること 伊藤富夫著 467.5||It 209002184

343 みすず書房
ダーウィンのジレンマを解く : 新規性の進化
発生理論

マーク・W・カー
シュナー, ジョン・
C・ゲルハルト
[著]/滋賀陽子訳

467.5||Ki 209003059

344 春秋社
進化論の射程 : 生物学の哲学入門 (現代哲
学への招待. Great works)

エリオット・ソー
バー著/松本俊
吉, 網谷祐一, 森
元良太訳

467.5||So 209003033

345 青土社
自己デザインする生命 : アリ塚から脳までの
進化論

J・スコット・ター
ナー著/長野敬,
赤松眞紀訳

467.5||Tu 209002940

346 共立出版
分子系統学への統計的アプローチ : 計算分
子進化学

楊子恒著/藤博
幸, 加藤和貴, 大
安裕美訳

467.5||Yo 209003577

347 岩波書店
遺伝子「不平等」社会 : 人間の本性とはなに
か

池田清彦編著/
小川眞里子 [ほ
か著]

467||Id 209003096

348 培風館 遺伝子は行動をいかに語るか
M.ラター著/安藤
寿康訳

467||Ru 209003576

349 共立出版 生態学のためのベイズ法
Michael A.
McCarthy著/野
間口眞太郎訳

468.019||Mc 209003145

350 東海大学出版会 温度と生命システムの相関学
岩手大学21世紀
COEプログラム
事業編

468.2||On 209002514

351 共立出版
これからの進化生態学 : 生態学と進化学の
融合

Peter Mayhew著
/江副日出夫 [ほ
か] 訳

468||Ma 209003579

352 朝倉書店 ランドスケープエコロジー 武内和彦著 468||Ta 209003487
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353 化学同人 ヒトは食べられて進化した
ドナ・ハート, ロ
バート・W・サスマ
ン著/伊藤伸子訳

469.2||Ha 209003002

354
産経新聞出版/
扶桑社 (発売)

ここまでわかってきた日本人の起源
産経新聞生命
ビッグバン取材班
著

469.91||Ko 209003580

355
日本放送出版協
会

日本人になった祖先たち : DNAから解明す
るその多元的構造 (NHKブックス:1078)

篠田謙一著 469.91||Sh 209003010

356 草思社 人類の足跡10万年全史
スティーヴン・
オッペンハイマー
著/仲村明子訳

469||Op 209003155

357 北隆館 新牧野日本植物圖鑑
牧野富太郎原著
/大橋広好, 邑田
仁, 岩槻邦男編

470.38||Sh 209002695

358
シュプリンガー・
ジャパン

根の生態学

H. デ クルーン,
E.J.W. フィッサー
編/森田茂紀, 田
島亮介監訳

471.1||Ne 209002911

359
シュプリンガー・
フェアラーク東京

植物生態生理学 第2版
W. ラルヘル著/
佐伯敏郎, 舘野
正樹監訳

471.3||La 209002912

360 化学同人 植物生理学 (基礎生物学テキストシリーズ:7)
三村徹郎, 鶴見
誠二編著

471.3||Sh 209003582

361 朝倉書店
光合成と呼吸30講 (図説生物学30講:植物編
4)

大森正之著 471.4||Om 209003581

362 地人書館
サクラソウの目 : 繁殖と保全の生態学 第2
版

鷲谷いづみ著 479.92||Wa 209003482

363 新樹社 地球動物図鑑

フレッド・クック
[ほか] 監修/山
極寿一日本語版
監修

480.38||Ch 209002479

364 青土社 生きものたちの奇妙な生活 : 驚きの自然誌
マーティ・クランプ
著/長野敬, 赤松
眞紀訳

480.4||Cr 209003117

365 青土社 生きものたちの奇妙な生活 : 驚きの自然誌
マーティ・クランプ
著/長野敬, 赤松
眞紀訳

480.4||Cr 209003144

366 朝倉書店 現代実験動物学
笠井憲雪, 吉川
泰弘, 安居院高
志編

480.75||Ge 209003583

367 オーム社 マウス実験の基礎知識 小出剛編 480.75||Ma 209003055

368 三共出版 身近な動物を使った実験 1
鈴木範男編/日
下部岳広 [ほか]
共著

480.75||Mi||1 209003584
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369 朝倉書店 生息地復元のための野生動物学 M.L.モリソン著 480.9||Mo 209003488

370 岩波書店
環境を「感じる」 : 生物センサーの進化 (岩波
科学ライブラリー:158)

郷康広, 颯田葉
子著

481.37||Go 209003093

371
京都大学学術出
版会

動物の生態 改訂第3版 森主一著 481.7||Mo 209003485

372 成山堂書店
海洋動物の毒 : フグからイソギンチャクまで
新訂版

塩見一雄, 長島
裕二共著

481.72||Sh 209002343

373 成山堂書店
海洋動物の毒 : フグからイソギンチャクまで
新訂版

塩見一雄, 長島
裕二共著

481.72||Sh 209002344

374 共立出版
動物は何を考えているのか? : 学習と記憶の
比較生物学 (動物の多様な生き方:4)

日本比較生理生
化学会編/曽我部
正博担当編集委
員

481||Do||4 209003350

375 朝倉書店
都市のみどりと鳥 (シリーズ応用動物科学/
バイオサイエンス:11)

加藤和弘著 481||Sh||11 209003486

376 岩波書店
ザリガニ : ニホン・アメリカ・ウチダ (岩波科学
ライブラリー:162. 生きもの)

川井唯史著 485.3||Ka 209003981

377 岩波書店
フジツボ : 魅惑の足まねき (岩波科学ライブ
ラリー:159. 生きもの)

倉谷うらら著 485.3||Ku 209002681

378 北隆館 原色昆虫大圖鑑 新訂 第1巻 矢田脩監修 486.038||Ge||1 209002696

379 北隆館 原色昆虫大圖鑑 新訂 第2巻 矢田脩監修 486.038||Ge||2 209002697

380 共立出版 分子昆虫学 : ポストゲノムの昆虫研究 神村学 [ほか] 編 486.1||Bu 209003853

381 東京堂出版 絶滅危惧の昆虫事典 川上洋一著 486||Ka 209003063

382 エヌ・ティー・エス 鳥の骨探 (Bone design series)

松岡廣繁総指揮
/安部みき子編集
/タカザワカズヒト
写真

488||To 209002481

383 メジカルビュー社
医療面接技法とコミュニケーションのとり方
(新基礎臨床技能シリーズ)

福島統編集 490.14||Ir 209002453

384 勁草書房 病院倫理委員会と倫理コンサルテーション
D.ミカ・ヘスター
編/前田正一, 児
玉聡監訳

490.15||By 209003219
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385
日本放送出版協
会

「死にざま」の医学 (NHKブックス:1068) 永田勝太郎著 490.15||Na 209003004

386 日本評論社
医学統計のためのGraphPad Prismハンド
ブック

祝部大輔著 490.19||Ho 209002515

387 羊土社

分子標的薬開発への新たなる挑戦 : 有力な
分子標的薬の創薬物語と新薬開発動向から
次世代創薬テクノロジーまで (実験医
学:Vol.27, no.5 (2009増刊))

岡野栄之, 岩坪
威, 佐谷秀行編
集

490.7||Bu 209002465

388 羊土社
医療に使えるWindows Mobile : 基本設定と
診療・投薬・検査に役立つ各種ソフトの活用
法

阿部高明 [ほか]
執筆

490.7||Ir 209002466

389 羊土社
ライフサイエンス文例で身につける英単語・
熟語

河本健, 大武博
著

490.7||Ka 209002469

390 羊土社

神経回路の制御と脳機能発現のメカニズム :
細胞移動・接着から記憶・学習・行動発現ま
での分子基盤解明と研究を躍進させる最新
技術 (実験医学:Vol.26 No.12(2008増刊))

真鍋俊也, 岡本
仁編集

490.7||Sh 209003009

391 羊土社
マウス・ラット実験ノート : はじめての取り扱
い,飼育法から投与,解剖,分子生物学的手法
まで (無敵のバイオテクニカルシリーズ)

中釜斉, 北田一
博, 庫本高志編

490.76||Ma 209002454

392 サイエンス社
永遠の不死 : 精子形成細胞の生物学 (新・
生命科学ライブラリ. 医学とバイオ:6)

小路武彦編著 490||Ig||6 209003586

393 てらぺいあ
ヒトのかたち5億年 (人間科学全書. イラスト・
ガイド私たちヒト:2)

犬塚則久著 491.1||In 209003003

394 シーエムシー iPS細胞の産業的応用技術 (CMC books) 山中伸弥監修 491.11||Ip 209003824

395 西東社 筋肉のしくみ・はたらき事典 : カラー図解
左明, 山口典孝
著

491.169||Sa 209003585

396
メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

カラー図解よくわかる生理学の基礎

Agamemnon
Despopoulos,
Stefan Silbernagl
著/佐久間康夫

491.3||De 209002216

397 南江堂 シンプル生理学 改訂第6版
貴邑冨久子, 根
来英雄共著

491.3||Ki 209002244

398 南江堂 シンプル生理学 改訂第6版
貴邑冨久子, 根
来英雄共著

491.3||Ki 209002245

399 丸善 ニューロンの生物物理
宮川博義, 井上
雅司共著

491.37||Mi 209003057

400 中山書店 言葉をきく脳しゃべる脳 本庄巖著 491.371||Ho 209002164
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401 朝倉書店 脳と睡眠 北浜邦夫著 491.371||Ki 209003587

402 みすず書房
シナプスが人格をつくる : 脳細胞から自己の
総体へ

ジョゼフ・ルドゥー
[著]/谷垣暁美訳

491.371||Le 209003058

403
インターシフト/合
同出版 (発売)

つぎはぎだらけの脳と心 : 脳の進化は、いか
に愛、記憶、夢、神をもたらしたのか?

デイビッド・J.リン
デン著/夏目大訳

491.371||Li 209003857

404
日本放送出版協
会

脳内現象 : 「私」はいかに創られるか (NHK
ブックス:1002)

茂木健一郎著 491.371||Mo 209003064

405 勁草書房 脳神経倫理学の展望
信原幸弘, 原塑
編著

491.371||No 209003221

406 西村書店
ピネルバイオサイコロジー : 脳-心と行動の
神経科学

John P.J. Pinel著
/佐藤敬 [ほか]
訳

491.371||Pi 209003005

407 河出書房新社
脳科学の真実 : 脳研究者は何を考えている
か (河出ブックス:005)

坂井克之著 491.371||Sa 209004160

408 早川書房 見る : 眼の誕生はわたしたちをどう変えたか
サイモン・イング
ス著/吉田利子
訳

491.374||In 209003588

409 早川書房 見る : 眼の誕生はわたしたちをどう変えたか
サイモン・イング
ス著/吉田利子
訳

491.374||In 209003100

410 メディカルドゥ
ますます重要になる細胞周辺環境(細胞ニッ
チ)の最新科学技術 (遺伝子医学MOOK:別冊)

田畑泰彦編集 491.4||Ma 209003859

411
慶応義塾大学出
版会

薬剤師のための症候学 服部豊著 491.61||Ha 209003590

412 羊土社

病態の理解と治療をめざす癌と微小環境 :
癌幹細胞, 浸潤・転移, 血管新生のメカニズ
ムと環境応答を標的とした治療・創薬の新展
開 (実験医学:増刊 vol.27, no.2 (2009))

江角浩安 [ほか]
編集

491.65||By 209002456

413 六然社 実践ゲノムの最前線

神戸大学大学院
医学研究科クリ
ニカルゲノムイン
フォマティクス人

491.69||Ji 209002458

414 羊土社
疾患遺伝子の探索と超高速シークエンス :
パーソナルゲノム時代の疾患解明と治療戦
略 (実験医学:増刊 vol.27, no.12 (2009))

辻省次編集 491.69||Sh 209002457

415 南江堂 シンプル微生物学 改訂第4版
東匡伸, 小熊惠
二編集

491.7||Sh 209002246

416 南江堂 シンプル微生物学 改訂第4版
東匡伸, 小熊惠
二編集

491.7||Sh 209002247
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417 羊土社

サイトカインの多彩な機能と臨床応用 : 免
疫・造血・代謝・発生・神経の調節機構と疾
患治療への最新アプローチ (実験医
学:Vol.23No.20(2005増刊))

宮島篤, 北村俊
雄編集

491.8||Sa 209002187

418 オーム社 C言語で学ぶ医用画像処理
石田隆行編/石
田隆行 [ほか] 共
著

492.43||Cg 209002396

419 朝倉書店 森林医学 [1]
森本兼曩, 宮崎
良文, 平野秀樹
編集

492.5||Sh 209003503

420 医学書院
保健師・助産師・看護師国家試験出題基準
平成22年版

看護問題研究会
編

492.9||Ho 209003603

421 ライフサポート社 看護の原理 : ケアすることの本質と魅力
菱沼典子, 井上
智子, 武田利明
編集

492.9||Ka 209002459

422 エール出版社

短大・専門学校卒ナースが簡単に看護大学
卒になれる本 : 総予算25万円で看護学士に!
: 大学評価・学位授与機構活用法 改訂新版
(YELL books)

松本肇著/秋場
研監修

492.907||Ma 209003564

423 日総研出版 患者と作る医学の教科書

ヘルスケア関連
団体ネットワーキ
ングの会, 『患者
と作る医学の教

492||Ka 209003610

424 金剛出版 ナラティブ・ベイスト・メディスンの臨床研究

ブライアン・ハー
ウィッツ, トリシャ・
グリーンハル,
ヴィーダ・スカル

492||Na 209002915

425
メディカルレ
ビュー社

臨床分子細胞生物学
花岡炳雄, 永倉
俊和編集

492||Ri 209002451

426 羊土社

肥満・糖尿病の病態を解明するエネルギー
代謝の最前線 : ミトコンドリア・脂肪細胞の機
能理解から臓器間神経ネットワークによる代
謝調節まで (実験医学:増刊 vol.27, no.7

岡芳知, 片桐秀
樹編集

493.12||Hi 209002455

427 中山書店 チームのための実践呼吸リハビリテーション
植木純, 千住秀
明編集

493.3||Ch 209003591

428 中央法規出版
精神病とモザイク : タブーの世界にカメラを
向ける (シリーズCura)

想田和弘著 493.7||So 209002920

429
ランダムハウス
講談社

ロボトミスト : 3400回ロボトミー手術を行った
医師の栄光と失墜

ジャック・エル=ハ
イ著/岩坂彰訳

493.72||El 209003556

430 みすず書房 ヒーリー精神科治療薬ガイド

デイヴィッド・ヒー
リー [著]/田島治,
江口重幸監訳/
冬樹純子訳

493.72||He 209002516

431 誠信書房 事例で学ぶ認知行動療法 伊藤絵美著 493.72||It 209002258

432 南江堂
高次脳機能障害対応マニュアル : 初回面接
から長期支援までのエッセンシャルズ

渡邊修, 橋本圭
司編集

493.73||Ko 209002223
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433 新興医学出版社
初めて学ぶ脳神経疾患の漢方診療 : おもな
漢方処方と治療報告

宮上光祐著 493.73||Mi 209003592

434 星和書店
PTSDの持続エクスポージャー療法 : トラウ
マ体験の情動処理のために

エドナ・B・フォア,
エリザベス・A・ヘ
ンブリー, バーバ
ラ・O・ロスバウム

493.74||Fo 209002219

435 星和書店
生き残るということ : えひめ丸沈没事故とトラ
ウマケア

前田正治, 加藤
寛編著

493.74||Ik 209002256

436 星和書店 不安の病 伊豫雅臣著 493.74||Iy 209002460

437 星和書店 動機づけ面接法 基礎・実践編

ウイリアム・R・ミ
ラー, ステファン・
ロルニック著/松
島義博, 後藤恵

493.74||Mi 209002220

438 金剛出版 不安と抑うつに対する問題解決療法
ローレンス・マイ
ナーズ‐ウォリス
著

493.74||My 209002941

439 医療文化社
心に性別はあるのか? : 性同一性障害 (ジェ
ンダー・アイデンティティ・ディスオーダー) の
よりよい理解とケアのために

中村美亜著 493.74||Na 209003008

440 福村出版
回想療法の理論と実際 : 医療・看護・心理
フィールドの心療回想法

小林幹児著 493.758||Ko 209003537

441 金剛出版
弁証法的行動療法ワークブック : あなたの
情動をコントロールするために

スコット・E・スプラ
ドリン著/斎藤富
由起監訳/守谷
賢二, 加来華誉

493.76||Sp 209002356

442 合同出版
そうだったのか!発達障害 : わざとじゃないモ
ン : 実録4コママンガ

斗希典裟著/発
達障害を考える
会・TRYアングル
編

493.76||To 209002444

443 ぶどう社
私たち、発達障害と生きてます : 出会い、そ
して再生へ

高森明 [ほか] 著 493.76||Wa 209002441

444 金剛出版
パーソナリティ障害の認知療法 : スキーマ・
フォーカスト・アプローチ

ジェフリー・E・ヤ
ング著/福井至
[ほか] 訳

493.76||Yo 209002917

445 星和書店
私は病気ではない : 治療をこばむ心病める
人たち

ザビア・アマダー,
アンナ=リサ・ジョ
ハンソン著/江畑
敬介, 佐藤美奈

493.763||Am 209003007

446 培風館
統合失調症の常識は本当か? : 研究と治療
の最前線から

C. マクドナルド
[ほか] 共編/功
刀浩, 堀弘明共
訳

493.763||To 209003597

447 創元社
現代うつ病の臨床 : その多様な病態と自在
な対処法

神庭重信, 黒木
俊秀編

493.764||Ge 209003594

448 日本評論社 老年期うつ病 新訂 (こころの科学叢書) 高橋祥友著 493.764||Ta 209003598
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449
幻冬舎ルネッサ
ンス

なぜうつ病の人が増えたのか 冨高辰一郎著 493.764||To 209003593

450 日本評論社
行動する「うつ」へ : 自助努力とうつ社会の
サバイバル法

上野玲著 493.764||Ue 209003595

451 羊土社
感染症 : ウイルス・細菌・寄生虫の感染戦略
(実験医学:増刊 vol.27, no.10 (2009))

光山正雄, 北潔,
野本明男編集

493.8||Ka 209002517

452 技術評論社
パンデミック・シミュレーション : 感染症数理
モデルの応用 (tanQブックス:1)

大日康史, 菅原
民枝著

493.87||Ok 209003599

453 明石書店
ハンドブック青年期における自傷行為 : エビ
デンスに基づいた調査・研究・ケア

クローディーン・
フォックス, キー
ス・ホートン著/東
眞理子訳

493.937||Fo 209002916

454
慶應義塾大学出
版会

子どものこころの不思議 : 児童精神科の診
療室から

村田豊久著 493.937||Mu 209003600

455 南山堂 子どもの心の診療医になるために
奥山眞紀子, 氏
家武, 井上登生
著

493.937||Ok 209002471

456 医学書院
発達障害当事者研究 : ゆっくりていねいにつ
ながりたい (シリーズケアをひらく)

綾屋紗月, 熊谷
晋一郎著

493.9375||Ay 209002221

457
エルゼビア・ジャ
パン

末梢神経ブロックカラーアトラス : 整形外科
手術, ペインクリニックのために

André P.
Boezaart原著/山
下正夫, 大久保
直光訳

494.24||Bo 209002461

458 EDIXi出版部
癌緩和ケアガイド : 緩和ケアチームのための
疼痛と症状の管理 上巻

Janet L.Abrahm
著/新明裕子訳

494.5||Ab||1 209003061

459 EDIXi出版部
癌緩和ケアガイド : 緩和ケアチームのための
疼痛と症状の管理 下巻

Janet L.Abrahm
著/新明裕子訳

494.5||Ab||2 209003062

460 ヴァンメディカル
チーム医療のための緩和ケア実践ハンド
ブック

紀川純三編 494.5||Ch 209003601

461 KTC中央出版
須磨久善心臓外科医 (課外授業ようこそ先
輩:別冊)

NHK「課外授業よ
うこそ先輩」制作
グループ, KTC中
央出版編

494.643||Su 209002186

462 メジカルビュー社 整形外科術後理学療法プログラム
島田洋一, 高橋
仁美編

494.7||Se 209002462

463 中外医学社
エビデンスを目指す不妊・不育外来実践ハン
ドブック

柴原浩章編著 495.48||Eb 209003602

464 文芸社
現役助産師が語るお医者さんが教えてくれ
ない妊娠・出産の神秘

長愛子著 495.6||Ch 209003759

29



出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

465 中外医学社 医者になってどうする! 小鷹昌明著 498.14||Od 209003605

466 日本評論社 医療マーケティング 実践編 真野俊樹著 498.163||Ma 209002518

467 西村書店
今からでも遅くない病気にならない健康生活
スタイル

徳田安春, 岸本
暢将, 星哲哉著

498.3||To 209003132

468
日本放送出版協
会

脳を鍛えるには運動しかない! : 最新科学で
わかった脳細胞の増やし方

ジョン J.レイティ,
エリック・ヘイガー
マン著/野中香方
子訳

498.39||Ra 209003030

469 三笠書房
脳を味方につける生き方 : “いままでにない
変化"を起こす10の方法

苫米地英人著 498.39||To 209002192

470 同文書院 代謝栄養学 (ネオエスカ)
横越英彦編著/
伊勢村護 [ほか]
著

498.5||Ta 209002339

471 同文書院 代謝栄養学 (ネオエスカ)
横越英彦編著/
伊勢村護 [ほか]
著

498.5||Ta 209002340

472 同文書院 新訂食品機能論 (ネオエスカ)

五明紀春, 田島
眞, 三浦理代編
著/大坪研一 [ほ
か] 著

498.51||Sh 209002716

473 同文書院 新訂食品機能論 (ネオエスカ)

五明紀春, 田島
眞, 三浦理代編
著/大坪研一 [ほ
か] 著

498.51||Sh 209002717

474 光琳 食品と熟成 (光琳選書:10) 石谷孝佑編著 498.51||Sh 209003495

475 共立出版 食品学 : 栄養機能から加工まで 第2版
露木英男, 田島
眞編著

498.51||Sh 209003497

476 東京法令出版 新食品成分表 : FOODS
新食品成分表編
集委員会編

498.51||Sh 209003604

477
日本食品衛生協
会

食品添加物の使用基準便覧 新訂版, 第40
版

 498.519||Sh 209002135

478
アイ・ケイコーポ
レーション

健康を考えた食品学実験 改訂3版
渡辺達夫, 森光
康次郎編著/和
泉秀彦 [ほか] 著

498.53||Ke 209003500

479 中央法規出版 加工食品と微生物 : 現場における食品衛生 藤井建夫著 498.54||Fu 209002335

480 中央法規出版 加工食品と微生物 : 現場における食品衛生 藤井建夫著 498.54||Fu 209002336
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481 東京教学社 イラスト食品の安全性 小塚諭編著 498.54||Ir 209003499

482 技術評論社
食品汚染はなにが危ないのか : ニュースを
読み解く消費者の科学 (知りたいサイエンス)

中西貴之, 藤本
ひろみ著

498.54||Na 209003498

483 建帛社 食品の安全性 改訂第2版
日本フードスペ
シャリスト協会編

498.54||Sh 209002448

484 光生館 食品衛生学 新訂 菅家祐輔編著 498.54||Sh 209003501

485
女子栄養大学出
版部

香川靖雄教授のやさしい栄養学 香川靖雄著 498.55||Ka 209002341

486
女子栄養大学出
版部

香川靖雄教授のやさしい栄養学 香川靖雄著 498.55||Ka 209002342

487 同文書院 基礎栄養学 第3版 (ネオエスカ)
江指隆年, 中嶋
洋子編著/山田
和彦 [ほか] 著

498.55||Ki 209002337

488 同文書院 基礎栄養学 第3版 (ネオエスカ)
江指隆年, 中嶋
洋子編著/山田
和彦 [ほか] 著

498.55||Ki 209002338

489 中央法規出版
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試
験の要点 新ガイドライン対応版 2010年版

栄養セントラル学
院編著

498.55||Ki||'10 209002918

490 同文書院 食品衛生学 第3版 (ネオエスカ)
薩田清明, 寺田
厚編著/犬伏知
子 [ほか] 著

498.55||Sh 209002714

491 同文書院 食品衛生学 第3版 (ネオエスカ)
薩田清明, 寺田
厚編著/犬伏知
子 [ほか] 著

498.55||Sh 209002715

492 高橋書店
もっとからだにおいしい野菜の便利帳 : 食べ
合わせ288 品種群876 レシピ117

白鳥早奈英, 板
木利隆監修

498.583||Mo 209003757

493 岩波書店 環境疫学入門 山崎新著 498.6||Ya 209003065

494 中央経済社
メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テ
キストI種マスターコース 第2版

大阪商工会議所
編

498.8||Me 209003606

495 中央経済社
メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テ
キストII種ラインケアコース 第2版

大阪商工会議所
編

498.8||Me 209003607

496 中央経済社
メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テ
キストIII種セルフケアコース 第2版

大阪商工会議所
編

498.8||Me 209003608
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497 弘文堂 うつ病リワークプログラムのはじめ方
うつ病リワーク研
究会著

498.8||Ut 209002463

498 サンライフ企画
特定保健指導における運動指導マニュアル
(効果的な運動の理論と指導法)

日本健康運動指
導士会編集

498.81||To 209002442

499 共立出版
DNA鑑定とタイピング : 遺伝学・データベー
ス・計測技術・データ検証・品質管理

John M. Butler著
/藤宮仁 [ほか]
訳

498.92||Bu 209002919

500 道和書院 健康論 改訂版
UEC健康・スポー
ツ科学部会編

498||Ke 209003208

501 南江堂
今日の治療薬 : 解説と便覧 2009年版(第31
版)

水島裕, 宮本昭
正 [共] 編著

499.1||Ko||'09 209002217

502 南江堂
今日の治療薬 : 解説と便覧 2009年版(第31
版)

水島裕, 宮本昭
正 [共] 編著

499.1||Ko||'09 209002218

503 羊土社
ライフサイエンス試薬活用ハンドブック : 特
性,使用条件,生理機能などの重要データが
わかる

田村隆明編 499.4036||Ra 209002449

504 プレアデス出版
これならわかる工学部で学ぶ数学 [改訂増
補第2版] : 新装版

千葉逸人著 501.1||Ch 209003729

505 培風館 理工学のための応用数学 古井貞隆著 501.1||Fu 209003741

506 岩波書店 技術に生きる現代数学 若山正人編 501.1||Gi 209002293

507 コロナ社
センシングのための情報と数理 (計測・制御
テクノロジーシリーズ:2)

出口光一郎, 本
多敏共著

501.22||De 209002374

508 日刊工業新聞社 実例でわかるセンサ活用入門 臼田昭司著 501.22||Us 209003037

509 産業図書 振動工学通論
永井正夫, 景山
一郎, 田川泰敬
共著

501.24||Na 209002635

510 養賢堂 振動制御 田中信雄著 501.24||Ta 209002609

511 森北出版
熱力学 (英和対照「工学基礎テキスト」シリー
ズ)

新井雅隆, 古畑
朋彦著

501.26||Ar 209002524

512 日刊工業新聞社
絵とき「破壊工学」基礎のきそ (Machine
design series)

谷村康行著 501.32||Ta 209003654
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513
日本機械学会/
丸善 (発売)

材料力学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著 501.32||Za 209002363

514
日本機械学会/
丸善 (発売)

材料力学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著 501.32||Za 209002364

515
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

固体の弾塑性力学 : 基礎から複合材料への
展開 (機械工学:EKK-3)

小林英男, 轟章
共著

501.33||Ko 209002604

516 森北出版 構造力学 (都市環境デザインシリーズ)
伊津野和行, 野
阪克義共著

501.34||Iz 209002313

517 森北出版
基礎からの衝撃工学 : 構造物の衝撃設計の
基礎

石川信隆 [ほか]
共著

501.34||Ki 209002519

518 森北出版 基本からわかる有限要素法 邵長城著 501.341||Sh 209002520

519 海青社
生物系のための構造力学 : 構造解析と
Excelプログラミング

竹村冨男著 501.341||Ta 209002865

520 森北出版 焼結材料工学 石田恒雄著 501.4||Is 209002297

521 コロナ社
材料デバイス工学 (メカトロニクス教科書シ
リーズ:7)

妹尾允史, 伊藤
智徳共著

501.4||Se 209003696

522 日本規格協会
金属材料データブック : JISと主要海外規格
対照 改訂7版

日本規格協会編 501.41||Ki 209002487

523 丸善
化学分析・試験に役立つ標準物質活用ガイ
ド

久保田正明編著 501.57||Ka 209003629

524 エクスナレッジ
AutoCAD LT 2000から2009まで作図・操作
学習帳

鳥谷部真著 501.8||To 209002921

525 共立出版 工学公式ポケットブック 第2版
Kurt Gieck,
Reiner Gieck著/
太田博訳

503.6||Ko 209002486

526 日本工業出版 技術の挑戦者 : 次代を担う技術者へ
技術の挑戦者編
集委員会編

507||Gi 209003666

527 丸善 はじめて学ぶ技術倫理の教科書
今道友信, 札野
順編

507||Ha 209003074

528 丸善 技術者倫理 : 法と倫理のガイドライン

杉本泰治, 田中
秀和, 橋本義平
著/日本技術士
会プロジェクト

507||Su 209003667
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529 エクスナレッジ
使える!土木工学 : 工学で現場力をパワー
アップ : 「技術提案重視」へ対応しよう! 新版
(元気の出る土木の現場シリーズ:上巻)

新川隆夫他 [ほ
か] 著

510.9||Ge||1 209002855

530 エクスナレッジ
使える!土木工学 : 工学で現場力をパワー
アップ : 「技術提案重視」へ対応しよう! 新版
(元気の出る土木の現場シリーズ:上巻)

新川隆夫他 [ほ
か] 著

510.9||Ge||1 209002923

531 エクスナレッジ

元気が出る!土木現場の知恵 : 土木工事管
理の戦略的テキスト : プロジェクト推進のた
めの実践的ノウハウ (元気の出る土木の現
場シリーズ:下巻)

新川隆夫著 510.9||Ge||2 209002641

532
日刊建設通信新
聞社, 2004.10-

建設人ハンドブック 2009年版 : 建築・土木界
の時事解説

 510.9||Ke||'09 209002690

533
土木学会/丸善
(発売)

公共調達制度を考えるシリーズ : 建設マネ
ジメントシンポジウム 2 (建設マネジメントシ
リーズ:01, 03)

土木学会建設マ
ネジメント委員会
公共調達制度研
究特別小委員会

510.91||Ko||2 209002852

534 山海堂
エクセルde土木 : 土木技術者のためのエク
セル活用術 入門編

衣笠敏則著 510.95||Ki 209003648

535
地盤工学会/丸
善 (発売)

地盤・耐震工学入門 (入門シリーズ:35)
地盤・耐震工学
入門編集委員会
編集

511.3||Ji 209002853

536
地盤工学会/丸
善 (発売)

地盤・耐震工学入門 (入門シリーズ:35)
地盤・耐震工学
入門編集委員会
編集

511.3||Ji 209002854

537
地盤工学会/丸
善株式会社出版
事業部 (発売)

実務に役立つ地盤工学Q&A : わからないこ
とは聞いてみよう! 第2巻

実務に役立つ地
盤工学Q&A(第二
巻)編集委員会編

511.3||Ji||2 209002861

538
地盤工学会/丸
善出版事業部
(発売)

土の弾塑性構成モデル (地盤工学・基礎理
論シリーズ:3)

地盤工学会土の
弾塑性構成モデ
ル編集委員会編

511.3||Ji||3 209002867

539

地盤工学会関東
支部造成宅地の
耐震調査・検討・
対策方法に関す

造成宅地における耐震調査・検討・対策の手
引き : 地震から既存の住宅を守るために

 511.3||Zo 209002165

540 鹿島出版会 建設材料実験法
建設材料実験教
育研究会編

511.4||Ke 209002975

541
土木学会/丸善
(発売)

ステンレス鉄筋を用いるコンクリート構造物
の設計施工指針(案) (コンクリート・ライブラ
リー:130)

土木学会コンク
リート委員会ステ
ンレス鉄筋コンク
リート設計施工研

511.7||Ko||130 209002503

542 技報堂出版
非破壊試験を用いた土木コンクリート構造物
の健全度診断マニュアル

土木研究所, 日
本構造物診断技
術協会編著

511.79||Hi 209002306

543 オーム社
図解コンクリート構造物の診断 : 電子の目で
内部を診る

小林一輔編著 511.79||Zu 209002369

544 オーム社 図解コンクリート構造物の非破壊検査技術 魚本健人編著 511.79||Zu 209002371
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545 オーム社 図解コンクリート構造物の総合診断法 小林一輔編著 511.79||Zu 209002862

546 共立出版 測量学 増補版 基礎編 大嶋太市著 512||Os 209003102

547 実教出版 最新測量入門 新訂版 (基礎シリーズ)
浅野繁喜 [ほか]
著/浅野繁喜, 伊
庭仁嗣編修

512||Sa 209003649

548 地盤工学会 わかりやすい構造物基礎 (入門シリーズ:36)
わかりやすい構
造物基礎編集委
員会編

513.4||Wa 209002859

549 地盤工学会
基礎構造物の信頼性設計法講習会講演資
料 平成21年度

 513||Ki||21 209002166

550 森北出版
実践建設系アセットマネジメント : 補修事業計
画の立て方と進め方

大島俊之編著 515.8||Ji 209004155

551 ぎょうせい よくわかる河川法 改訂版
河川法令研究会
編著

517.09||Yo 209002863

552 丸善 川の百科事典 高橋裕 [ほか] 編 517||Ka 209002303

553 東京大学出版会 河川工学 新版 高橋裕著 517||Ta 209002368

554 秀和システム

よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み :
用水、排水処理、リサイクル-水処理の基本
を学ぶ : 循環型社会の基礎 (How-nual図解
入門)

和田洋六著 518.15||Wa 209003661

555
日本放送出版協
会

追跡!私の「ごみ」 : 捨てられたモノはどこへ
行くのか? (地球の未来を考える)

エリザベス・ロイト
著/酒井泰介訳

518.52||Ro 209002477

556 学芸出版社 中心市街地活性化三法改正とまちづくり
矢作弘, 瀬田史
彦編

518.8||Ch 209002333

557 学芸出版社 中心市街地活性化三法改正とまちづくり
矢作弘, 瀬田史
彦編

518.8||Ch 209002713

558 清文社 建築からのまちづくり 河村茂著 518.8||Ka 209003763

559 学芸出版社
都市づくり戦略とプロジェクト・マネジメント :
横浜みなとみらい21の挑戦

岸田比呂志, 卯
月盛夫著

518.8||Ki 209002639

560 鹿島出版会 輝く都市 (SD選書:33)
ル・コルビュジェ
[著]/坂倉準三訳

518.8||Le 209002309
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561 丸善 まちづくりの百科事典
似田貝香門 [ほ
か] 編

518.8||Ma 209002232

562 理工図書
エコロジカル・ランドスケープというデザイン
手法 : 生物多様性に配慮した空間を総合的
にデザインする50シート

小川総一郎著 518.8||Og 209003693

563 学芸出版社 生活景 : 身近な景観価値の発見とまちづくり 日本建築学会編 518.8||Se 209002640

564 地域科学研究会
自転車の役割とマネジメント (「地域科学」ま
ちづくり資料シリーズ:25. 交通計画集成:7)

太田勝敏 [ほか]
編集委員/岡並
木 [ほか] 著

518.84||Ko||7 209002868

565 朝倉書店 都市緑地の創造 (シリーズ「緑地環境学」:4) 平田富士男著 518.85||Hi 209003489

566
ソフトサイエンス
社

立体緑化による環境共生 : その方法・技術
から実施事例まで

下村孝, 梅干野
晁, 輿水肇編

518.85||Ri 209003011

567
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

環境社会検定試験eco検定公式テキスト :
持続可能な社会をわたしたちの手で 改訂版

東京商工会議所
編著

519.079||Ka 209003697

568 日刊工業新聞社 低炭素社会に向けた12の方策
藤野純一, 榎原友
樹, 岩渕裕子編著

519.1||Fu 209004154

569 学芸出版社
サステイナブル・スイス : 未来志向のエネル
ギー、建築、交通

滝川薫著 519.1||Ta 209003647

570
日本経済新聞出
版社

オバマのグリーン・ニューディール 山家公雄著 519.1||Ya 209003698

571 有斐閣 環境法ケースブック 第2版
大塚直, 北村喜
宣編

519.12||Ka 209002329

572 朝倉書店
緑地環境のモニタリングと評価 (シリーズ「緑
地環境学」:1)

恒川篤史著 519.15||Ts 209003490

573 岩波書店 襲われて : 産廃の闇、自治の光 柳川喜郎著 519.7||Ya 209002266

574 商事法務
生物多様性の保護 : 環境法と生物多様性の
回廊を探る (環境法政策学会誌:第12号)

環境法政策学会
編

519.8||Se 209002143

575 東海大学出版会 分子でよむ環境汚染 鈴木聡編著 519||Bu 209002484

576 古今書院 地球環境問題の基礎と社会活動 木庭元晴編著 519||Ch 209002248
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577 古今書院 地球環境問題の基礎と社会活動 木庭元晴編著 519||Ch 209002249

578
John Wiley &
Sons

Environmental colloids and particles :
behaviour, separation and characterisation
(IUPAC series on analytical and physical
chemistry of environmental systems:v. 10)

edited by Kevin
J. Wilkinson,
Jamie R. Lead

519||Iu||10 209002897

579
John Wiley &
sons, 1998

Atmospheric particles (IUPAC series on
analytical and physical chemistry of
environmental systems:v. 5)

edited by Roy M.
Harrison, René
van Grieken

519||Iu||5 209002892

580 Wiley

In situ monitoring of aquatic systems :
chemical analysis and speciation (IUPAC
series on analytical and physical chemistry
of environmental systems:v. 6)

edited by
Jacques Buffle,
George Horvai

519||Iu||6 209002893

581 J. Wiley & Sons
The biogeochemistry of iron in seawater
(IUPAC series on analytical and physical
chemistry of environmental systems:v. 7)

edited by David
R. Turner, Keith
A. Hunter

519||Iu||7 209002894

582 Wiley

Interactions between soil particles and
microorganisms : impact on the terrestrial
ecosystem (IUPAC series on analytical and
physical chemistry of environmental

edited by P.M.
Huang, J.-M.
Bollag, N. Senesi

519||Iu||8 209002895

583 John Wiley

Physicochemical kinetics and transport at
biointerfaces (IUPAC series on analytical
and physical chemistry of environmental
systems:v. 9)

edited by Herman
P. van Leeuwen,
Wolfgang Köster

519||Iu||9 209002896

584
アイ・ケイコーポ
レーション

水の星 : 地球環境を考える
片瀬隆雄, 福原
克治共著

519||Ka 209002181

585
日本放送出版協
会

「エコ罪びと」の告白 : 私が買ったモノはどこ
から来たのか? (地球の未来を考える)

フレッド・ピアス著
/酒井泰介訳

519||Pe 209002525

586
シーエムシー出
版

科学者が読み解く環境問題 (CMC books) 武田邦彦著 519||Ta 209004164

587 成山堂書店
ヒートアイランドと都市緑化 (気象ブック
ス:029)

山口隆子著 519||Ya 209002674

588 鹿島出版会 建築をめざして (SD選書:21)
ル・コルビュジェ
著/吉阪隆正訳

520.4||Le 209002307

589 グラフィック社 Sight and architecture (発想の視点)
松岡聡, 田村裕
希著

520.4||Ma 209003664

590
鹿島研究所出版
会

私と日本建築 (SD選書:17)
A.レーモンド著
/[三沢浩訳]

520.4||Ra 209002305

591 鹿島出版会 建築とは何か [正] (SD選書:95,141)
ブルーノ・タウト
著/篠田英雄訳

520.4||Ta||1 209002312

592 共立出版 木質構造 第4版 (建築学の基礎:1)
杉山英男編著/
菊池重昭 [ほか]
著

520.8||Ke||1 209003662
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593 エクスナレッジ
世界で一番やさしい建築基準法 (エクスナ
レッジムック. 世界で一番やさしい : 110の
キーワードで学ぶ:12)

谷村広一著 520.91||Ta 209002942

594
鹿島研究所出版
会

京の町家 : 生活と空間の原理 (SD選書:59) 島村昇[ほか]著 521.86||Ky 209002311

595 東洋書林
近畿地方の町並み 3 (日本の町並み調査報
告書集成:9-11, 23-25)

京都市都市計画
局編

521.86||Ni||11 209002420

596
東洋書林/海路
書院(発売)

中国地方の町並み 1 (日本の町並み調査報
告書集成:12,13)

倉吉市教育委員
会 [ほか] 編

521.86||Ni||12 209002421

597
東洋書林/海路
書院(発売)

中国地方の町並み 2 (日本の町並み調査報
告書集成:12,13)

倉吉市教育委員
会 [ほか] 編

521.86||Ni||13 209002422

598
東洋書林/海路
書院(発売),
2005.7

四国地方の町並み (日本の町並み調査報告
書集成:14)

脇町教育委員会
[ほか]編

521.86||Ni||14 209002423

599
東洋書林/海路
書院(発売)

九州・沖縄の町並み 1 (日本の町並み調査
報告書集成:15-17)

甘木市教育委員
会 [ほか]編

521.86||Ni||15 209002424

600
東洋書林/海路
書院(発売)

九州・沖縄の町並み 2 (日本の町並み調査
報告書集成:15-17)

甘木市教育委員
会 [ほか]編

521.86||Ni||16 209002425

601
東洋書林/海路
書院(発売)

九州・沖縄の町並み 3 (日本の町並み調査
報告書集成:15-17)

甘木市教育委員
会 [ほか]編

521.86||Ni||17 209002426

602
東洋書林/海路
書院(発売)

北海道・東北地方の町並み 2 (日本の町並
み調査報告書集成:1, 2)

角館町教育委員
会, 下郷町教育
委員会編

521.86||Ni||2 209002415

603
東洋書林/海路
書院 (発売)

中部地方の町並み 3 (日本の町並み調査報
告書集成:4-8, 21)

新潟県佐渡郡小
木町 [ほか]編

521.86||Ni||6 209002416

604
東洋書林/海路
書院 (発売)

中部地方の町並み 4 (日本の町並み調査報
告書集成:4-8, 21)

新潟県佐渡郡小
木町 [ほか]編

521.86||Ni||7 209002417

605
東洋書林/海路
書院 (発売)

中部地方の町並み 5 (日本の町並み調査報
告書集成:4-8, 21)

新潟県佐渡郡小
木町 [ほか]編

521.86||Ni||8 209002418

606 東洋書林
近畿地方の町並み 1 (日本の町並み調査報
告書集成:9-11, 23-25)

京都市都市計画
局編

521.86||Ni||9 209002419

607 彰国社 日本建築史図集 新訂第2版 日本建築学会編 521||Ni 209002576

608 淡交社 明治の洋館24選 : 関東の名建築を訪ねて  523.13||Me 209003761
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609 彰国社 西洋建築史図集 3訂第2版 日本建築学会編 523||Se 209002638

610 オーム社 イメージで理解するやさしい構造力学 本田忠彦著 524.1||Ho 209002370

611 鹿島出版会
建築にはたらく力のしくみ (はじめての建築
学:構造力学基礎編)

建築学教育研究
会編/高島英幸,
渡部洋著

524.1||Ta 209002308

612 理工図書 建築材料を学ぶ : その選択から施工まで
谷川恭雄 [ほか]
共著

524.2||Ke 209003706

613 エクスナレッジ
建築材料 (エクスナレッジムック. 世界で一番
やさしい : 110のキーワードで学ぶ:08)

area045『建築材
料』編纂チーム著

524.2||Se 209002944

614 エクスナレッジ
新・木のデザイン図鑑 : 設計の基本とディ
テール : 建築・インテリア・家具 (エクスナレッ
ジムック)

 524.21||Sh 209002939

615
土木学会/丸善
(発売)

腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル
(鋼構造シリーズ:18)

土木学会鋼構造
委員会鋼構造の
残存耐荷性能評
価と耐久性向上

524.6||Ko||18 209002851

616 彰国社 耐震設計ってなんだろう 深澤義和著 524.91||Fu 209002474

617 朝倉書店
図解火災安全と建築設計 : 建築家のための
デザインガイド

日本建築学会編 524.94||Zu 209003695

618 朝倉書店
建築環境工学 : 熱環境と空気環境 (シリー
ズ「建築工学」:5)

宇田川光弘 [ほ
か] 著

525.1||Ke 209003694

619 学芸出版社
ユニバーサルサイン : デザインの手法と実
践

田中直人著 525.1||Ta 209003770

620 市ケ谷出版社 福祉住環境 新版

大野隆司監修/
水村容子編修・
執筆/浅沼由紀
[ほか著]

527.1||Fu 209003513

621 マガジンハウス 家庭が崩壊しない間取り 佐川旭著 527.1||Sa 209003670

622
トーソー株式会
社トーソー出版

50代からの快適住まいは80%バリアフリーの
家

 527||Go 209003762

623 鹿島出版会 人間の家 (SD選書:120)

ル・コルビュジエ,
F.ド・ピエールフ
ウ著/西澤信彌
訳

527||Le 209002314

624 オーム社 設備エンジニアの実務英語
空気調和・衛生
工学会編

528.2||Se 209002526
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625
日本電設工業協
会/オーム社 (発
売)

電気設備技術者のための建築電気設備技
術計算ハンドブック 下巻

日本電設工業協
会編

528.43||De||2 209003041

626
丸善プラネット/
丸善株式会社出
版事業部 (発売)

崩壊した神話エレベーター安全を守るのは
誰か?

宮内明朗著 528.5||Mi 209002145

627 彰国社
「建築の設備」入門 : 空調・給排水衛生・防
災・省エネルギー 新訂版

「建築の設備」入
門編集委員会編
著

528||Ke 209003663

628 実教出版 図説機械用語事典 新版
淺岡廣一, 外山
圭佑, 三上勝著

530.33||Zu 209002485

629 共立出版 CFD最前線 (機械工学最前線:2)
日本機械学会編
/蔦原道久 [ほ
か] 著

530.8||Ki||2 209002574

630 共立出版 CFD最前線 (機械工学最前線:2)
日本機械学会編
/蔦原道久 [ほ
か] 著

530.8||Ki||2 209002575

631 コロナ社 伝熱工学 (機械系大学講義シリーズ:20)
黒崎晏夫, 佐藤
勲共著

530.8||Ki||20 209003651

632 地盤工学会
実務者のための土と基礎の設計計算演習講
習会 : 演習問題・解答例 平成21年度第1回

 531.1||Ji||21-1 209002167

633 培風館 機械振動工学 (機械工学エッセンス:2)
石田幸男, 井上
剛志共著

531.18||Is 209002298

634 培風館 機械振動工学 (機械工学エッセンス:2)
石田幸男, 井上
剛志共著

531.18||Is 209002304

635 森北出版 例題で学ぶ機械振動学
小寺忠, 矢野澄
雄共著

531.18||Ko 209002302

636 森北出版 例題で学ぶ機械振動学
小寺忠, 矢野澄
雄共著

531.18||Ko 209002476

637 森北出版 振動工学の基礎
岩壺卓三, 松久
寛編著/井上喜
雄 [ほか] 共著

531.18||Sh 209002611

638 コロナ社 運動とメカニズム
林輝, 伊藤高廣
共著

531.3||Ha 209003658

639 日刊工業新聞社
絵とき機械力学基礎のきそ (Machine design
series)

久保田浪之介著 531.3||Ku 209003767

640
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

基礎から学ぶ機械力学 (機械工学:EKK-1) 山浦弘著 531.3||Ya 209002610
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641 日刊工業新聞社
絵とき「機械強度設計」基礎のきそ (Machine
design series)

平田宏一, 川田
正國著

531.9||Hi 209003655

642 日刊工業新聞社
はじめての機械設計 : やさしいからすぐに使
える

岡村大著 531.9||Ok 209003702

643 日刊工業新聞社
メカ基礎バイブル「読んで調べる!」設計製図
リストブック

山田学著 531.9||Ya 209003766

644 理工学社
よくわかる穴アケ・中グリ作業法 [復刊] (実
用機械工学文庫:26)

小林広著 532.2||Ko 209002521

645 日刊工業新聞社
絵とき穴あけ加工基礎のきそ (Mechanical
engineering series)

海野邦昭著 532.2||Un 209003764

646 理工学社
よくわかる研削作業法 [復刊] (実用機械工
学文庫:4)

福田力也著 532.5||Fu 209002522

647 コロナ社
心なし研削盤の原理と設計 : 研削加工の力
学

宮下政和 [ほか]
共著

532.5||Sh 209002608

648 養賢堂 研削加工学 庄司克雄著 532.5||Sh 209002612

649 日刊工業新聞社
絵とき治具・取付具基礎のきそ (Mechanical
engineering series)

海野邦昭著 532.69||Un 209003765

650 日刊工業新聞社
絵とき精密測定基礎のきそ (Mechanical
engineering series)

黒瀬矩人, 片岡
征二著

532.8||Ku 209003034

651 日刊工業新聞社
絵とき機械加工基礎のきそ 続(スキルアップ
編) (Mechanical engineering series)

平田宏一著 532||Hi||2 209003657

652
日本プラントメン
テナンス協会

工具べからず集 : 保全マン必携
日本プラントメン
テナンス協会編

532||Ko 209003701

653 コロナ社 生産加工入門
古閑伸裕 [ほか]
共著

532||Se 209002607

654 日刊工業新聞社
絵ときマシニングセンタ基礎のきそ
(Mechanical engineering series)

関口博, 高下二
郎著

532||Se 209003705

655 日刊工業新聞社
絵ときマシニングセンタ基礎のきそ
(Mechanical engineering series)

関口博, 高下二
郎著

532||Se 209003035

656 日刊工業新聞社 切削加工のツボとコツ 横山哲男著 532||Yo 209002299
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657 朝倉書店 材料加工学 第2版 澤井猛 [ほか] 著 532||Za 209003652

658 オーム社 ヒートポンプ・蓄熱白書 2
ヒートポンプ・蓄
熱センター編

533.6||Hi||2 209002394

659 オーム社 模型づくりで学ぶスターリングエンジン
濱口和洋, 戸田
富士夫, 平田宏
一共著

533||Ha 209002523

660 コロナ社 回転機械の振動 : 実用的振動解析の基本
松下修己 [ほか]
共著

534.1||Ka 209003823

661 科学図書出版
図解はじめての空気圧 改訂版(第2版) (やさ
しいメカトロニクス入門シリーズ)

はじめての空気
圧編集委員会著

534.92||Zu 209003704

662 コロナ社 ビジュアル真空技術 平谷雄二著 534.93||Hi 209003479

663 秀和システム
よくわかる最新真空の基本と仕組み : 基礎
から学ぶ真空技術の知識とノウハウ : 真空
の常識 (How-nual図解入門)

飯島徹穂著 534.93||Ij 209003768

664
Professional
Engineering

Second International Symposium on
Advanced Materials for Fluid Machinery : 26
February 2004, IMechE Headquarters,
London, UK (IMechE event

organized by the
Fluid Machinery
Group of the
Institution of

534||Se 209002613

665
東京電機大学出
版局

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/廣田
幸嗣, 足立修一
編著

537.25||De 209003699

666 森北出版
電気自動車 : 電気とモーターで動く「クルマ」
のしくみ

森本雅之著 537.25||Mo 209002322

667 森北出版
電気自動車 : 電気とモーターで動く「クルマ」
のしくみ

森本雅之著 537.25||Mo 209002383

668 技術評論社
エコカー激突! : 次世代エコカー開発競争の
真実

舘内端著 537||Ta 209002925

669 早川書房 機械仕掛けの神 : ヘリコプター全史
ジェイムズ・R.
チャイルズ著/伏
見威蕃訳

538.64||Ch 209003101

670 オーム社 原子力ハンドブック
原子力ハンドブッ
ク編集委員会編

539.036||Ge 209003015

671 オーム社
原子炉動特性とプラント制御 (原子力教科
書)

岡芳明, 鈴木勝
男編著

539.2||Ge 209003032

672 培風館
電子デバイス (電子情報工学ニューコー
ス:11)

宮本恭幸著 540.8||De||11 209002321
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673 日本実業出版社
完全図解電気回路 : 一番やさしい・一番くわ
しい

大浜庄司著 541.1||Oh 209003645

674 丸善 これ1冊でわかる電気回路の基礎 佐藤義久著 541.1||Sa 209002400

675
電気学会/オー
ム社 (発売)

電気電子工学のための微分方程式とラプラス
変換 (電気学会大学講座)

前山光明 [著] 541.2||Ma 209004152

676 オーム社 基礎から学ぶ電気回路計算 永田博義著 541.2||Na 209003072

677 日刊工業新聞社
絵とき電気計測基礎のきそ (Mechatronics
series)

臼田昭司著 541.5||Us 209003036

678 誠文堂新光社
はじめて見るテスターの本 : 電子回路の
チェックに必携!

奥澤煕著 541.53||Ok 209002980

679 技術評論社 テスターの使い方がよくわかる本 : 基礎入門 大矢隆生著 541.53||Oy 209002926

680 誠文堂新光社
しくみや使い方がよくわかるモーター図鑑
(技術チャレンジ)

門田和雄監修 542.13||Sh 209002872

681 電波新聞社
ブラシレスモーターの実用技術 : モーターの
基礎からIC制御回路と定速回転まで

谷腰欣司著 542.13||Ta 209002873

682 CQ出版
小型ACサーボ・モータの制御回路設計 :
PWM駆動によるベクトル制御の基礎と実際
(メカトロ・シリーズ)

石島勝著 542.3||Is 209002648

683 電波新聞社
センサレス駆動制御の真髄 (永久磁石同期
モータのベクトル制御技術:下巻)

新中新二著 542.33||Sh||2 209002647

684 オーム社 無停電電源システム実務読本 松崎薫著 542.9||Ma 209003070

685
電気学会/オー
ム社 (発売)

パワーエレクトロニクスと電動機駆動の基礎
(電気学会大学講座. 電気機器工学:2)

多田隈進著 542||Ta 209002392

686 オーム社
電力システム解析 : モデリングとシミュレー
ション (EE text)

谷口治人編著 543.1||De 209002393

687 オーム社
電力システム解析 : モデリングとシミュレー
ション (EE text)

谷口治人編著 543.1||De 209003856

688 オーム社 原子力発電がよくわかる本 榎本聰明著 543.5||En 209002395
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689 オーム社 原子力発電がよくわかる本 榎本聰明著 543.5||En 209002532

690 工業調査会 最新太陽光発電のすべて : 図解
桑野幸徳, 近藤
道雄監修

543.8||Zu 209002475

691 森北出版 電気エネルギー工学 : 発電から送配電まで 八坂保能編著 543||Ya 209003075

692 オーム社
電気主任技術者の官庁手続き必携 : サンプ
ル記載例付 改訂2版

オーム社編 544.49||De 209003071

693 日刊工業新聞社
図解よくわかる電車線路のはなし (B&Tブッ
クス)

大塚節二, 猿谷
應司, 鈴木安男
著

546.2||Ot 209003646

694 オーム社 電気鉄道技術入門 持永芳文編著 546||De 209003017

695 コロナ社
信号処理入門 (計測・制御テクノロジーシ
リーズ:15)

計測自動制御学
会編/小畑秀文,
浜田望, 田村安
孝共著

547.1||Ko 209002375

696 森北出版
線形離散時間システム入門 : 基礎から
Scilab/MATLABシミュレーションまで

大野修一著 547.1||On 209003020

697 オーム社 入門信号処理のための数学 高橋信著 547.1||Ta 209003069

698 森北出版
よくわかる信号処理 : フーリエ解析から
ウェーブレット変換まで

和田成夫著 547.1||Wa 209002316

699 日刊工業新聞社 入門プリント基板の回路設計ノート

高木清, 安食弘
二編/サーキット
ネットワーク, 図
研著

547.36||Ny 209003747

700 技術評論社
図解でよくわかるネットワークの重要用語解
説 改訂3版

きたみりゅうじ著 547.48||Ki 209003722

701 技術評論社
図解ネットワーク仕事で使える基本の知識
(知りたい!テクノロジー)

増田若奈著 547.483||Ma 209002937

702 技術評論社
図解サーバー仕事で使える基本の知識 (知
りたい!テクノロジー)

増田若奈著 547.483||Ma 209003748

703 ソーテック社 Fedora11で作る最強の自宅サーバー 福田和宏著 547.4833||Fu 209003819

704 実教出版
情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入
門 3訂版

情報処理推進機
構(IPA)編著

547.4833||Jo 209003709
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705 技術評論社
WebデザインFlash : CS4対応 : 基礎からしっ
かり学べる信頼の一冊 (デジハリデザインス
クールシリーズ)

デジタルハリウッ
ド著

547.4833||We 209002931

706

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング(発売)

ヤマハルーター運用設定マニュアル : RTX
1200/SRT 100のGUI &コマンドラインの実践

ネットワークマガ
ジン編集部編

547.486||Ya 209003821

707
東京電機大学出
版局

よくわかるワイヤレス通信
田中博, 風間宏
志著

547.5||Ta 209003511

708 リックテレコム
最新移動体通信のキーテクノロジー : これだ
けは知っておきたい

佐藤拓朗, 伊藤
建一共著

547.62||It 209003512

709 丸善 光スイッチネットワーク
Martin Maier
[著]/木村達也訳

547.68||Ma 209002324

710 丸善 光スイッチネットワーク
Martin Maier
[著]/木村達也訳

547.68||Ma 209002399

711 オーム社 光ネットワークの活用技術
John R.Vacca著/
木村達也訳

547.68||Va 209002533

712 森北出版 光導波路解析入門 薮哲郎著 547.68||Ya 209002878

713 森北出版 ディジタル通信の基礎 岡育生著 547||Ok 209002506

714 翔泳社
ディジタル回路設計とコンピュータアーキテク
チャ (IT architects' archive)

デイビッド・マ
ネー・ハリス, サ
ラ・L.ハリス著/天
野英晴 [ほか] 訳

548.2||Ha 209003825

715 コロナ社 コンピュータ概論
黒川一夫 [ほか]
共著

548.2||Ko 209002388

716 森北出版 作って学ぶCPU設計入門 葉山清輝著 548.22||Ha 209002367

717 日刊工業新聞社
例題・解説・実践でシーケンス制御を理解す
る

波多江茂樹著 548.3||Ha 209003038

718 オーム社
ロボットメカニクス : 構造と機械要素・機構
(図解ロボット技術入門シリーズ)

松元明弘, 横田
和隆共著

548.3||Ma 209002534

719 コロナ社
スペースクラフトの制御 (システム制御工学
シリーズ:13)

木田隆著 548.3||Sh||13 209002372

720 二見書房 ダ・ヴィンチが発明したロボット!
マリオ・タッディ著
/松井貴子訳

548.3||Ta 209003769
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721 森北出版
マイクロメカトロニクス : 圧電アクチュエータ
を中心に

Kenji Uchino,
Jayne R.
Giniewicz共著/
内野研二, 石井

548.3||Uc 209003019

722
東京電機大学出
版局

システム同定の基礎 足立修一著 548.31||Ad 209003846

723 森北出版
MATLAB/Simulinkによるやさしいシステム制
御工学

天野耀鴻著 548.31||Am 209003076

724 森北出版 ダイナミカルシステム解析の基礎 平井一正著 548.31||Hi 209003077

725 日本理工出版会 はじめて学ぶ人のための制御工学入門 木下源一郎著 548.31||Ki 209002993

726 オーム社 Scilabで学ぶシステム制御の基礎
橋本洋志 [ほか]
共著

548.31||Sc 209002391

727 コロナ社 システム設計のための基礎制御工学 新中新二著 548.31||Sh 209003749

728 CQ出版
電子回路シミュレータLTspice入門編 : 素子
数無制限!動作を忠実に再現! (ツール活用シ
リーズ)

神崎康宏著 549.3||Ka 209002649

729 オーム社
入門オペアンプ : 内部回路から理解する電
子回路設計

家村道雄, 村田
勝昭共著

549.34||Ie 209002535

730 CQ出版
OPアンプによるフィルタ回路の設計 (アナロ
グ・テクノロジシリーズ. OPアンプ大全:第3巻)

アナログ・デバイ
セズ著/電子回路
技術研究会訳

549.34||Op||3 209002651

731 CQ出版
OPアンプの実装と周辺回路の実用技術 (ア
ナログ・テクノロジシリーズ. OPアンプ大全:第
5巻)

アナログ・デバイ
セズ(株)著/電子
回路技術研究会
訳

549.34||Op||5 209002652

732 オーム社 光電子集積回路の基礎技術
光技術共同研究
所編

549.7||Hi 209002397

733 丸善 アナログCMOS集積回路の設計 演習編
Behzad Razavi著
/黒田忠広監訳

549.7||Ra 209002389

734 コロナ社 パワーエレクトロニクスノート : 工作と理論 古橋武著 549.8||Fu 209002876

735 コロナ社 パワーエレクトロニクスノート : 工作と理論 古橋武著 549.8||Fu 209002877

736 オーム社 半導体工学 (新インターユニバーシティ) 平松和政編著 549.8||Ha 209002390
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737 朝倉書店 半導体デバイスの基礎
浜口智尋, 谷口
研二著

549.8||Ha 209002879

738 工学図書
半導体の基礎 : 量子力学・半導体物性から
デバイス応用

入江泰三, 中西
久幸, 杉山睦共
著

549.8||Ir 209002874

739
シーエムシー出
版

次世代半導体メモリの最新技術 小柳光正監修 549.8||Ji 209002146

740
東京電機大学出
版局

パワーエレクトロニクスとその応用 : 省エネ・
エコ技術

岸敬二著 549.8||Ki 209002650

741 日刊工業新聞社
現場のスパッタリング薄膜Q&A : 反応性高
速スパッタの実務アドバイス

小島啓安著 549.8||Ko 209002386

742 日刊工業新聞社
現場のスパッタリング薄膜Q&A : 反応性高
速スパッタの実務アドバイス

小島啓安著 549.8||Ko 209002387

743 オプトロニクス社
光学薄膜の基礎理論 : フレネル係数, 特性
マトリクス 第2版

小檜山光信著 549.8||Ko 209002653

744
電気学会/オー
ム社 (発売)

世界を動かすパワー半導体 : IGBTがなけれ
ば電車も自動車も動かない

IGBT図書企画編
集委員会編著/
児玉浩憲本文著

549.8||Se 209002323

745 オーム社
発光材料の基礎と新しい展開 : 固体照明・
ディスプレイ材料

金光義彦, 岡本
信治共編

549.81||Ha 209002398

746
東京電機大学出
版局

よくわかるメカトロニクス
見崎正行, 小峯
龍男著

549||Mi 209003653

747 技術評論社
へんな金属すごい金属 : ふしぎな能力をもっ
た金属たち (知りたいサイエンス:060)

齋藤勝裕著 560||Sa 209002922

748 秀和システム
「鉄」の科学がよ〜くわかる本 : ポケット図解
(Shuwasystem science guide book)

高遠竜也著 564||Ta 209003665

749 日刊工業新聞社
絵とき熱処理基礎のきそ (Mechanical
engineering series)

坂本卓著 566.3||Sa 209003650

750 日刊工業新聞社 設計現場で役立つめっきの基礎とノウハウ 岡村康弘著 566.78||Ok 209003656

751 朝倉書店 石材の事典 鈴木淑夫著 569.8||Su 209002488

752 秀和システム
最新化学業界の動向とカラクリがよ-くわか
る本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満
載 (How-nual図解入門. 業界研究)

田島慶三著 570||Ta 209003750
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753 化学同人
プロセス化学の現場 : 事例に学ぶ製法開発
のヒント

日本プロセス化
学会編

571.1||Pu 209003630

754 朝倉書店 分離プロセス工学の基礎
化学工学会分離
プロセス部会編

571.4||Bu 209002144

755 オーム社 リチウム二次電池 小久見善八編著 572.12||Ri 209003016

756 里文出版 アートなガラスの材料学 加藤紘一著 573.5||Ka 209003752

757 日刊工業新聞社
トコトンやさしいセラミックスの本 (B&Tブック
ス. 今日からモノ知りシリーズ)

日本セラミックス
協会編

573||To 209003751

758 丸善
目からウロコの化学物質30話 : 安全?危険?
リスクの真相

坂口正之著 574||Sa 209002536

759 朝倉書店 セルロースの科学 磯貝明編集 578.5||Se 209002605

760 丸善 バイオニクス学のすすめ 軽部征夫著 579.9||Ka 209003026

761
米田出版/産業
図書 (発売)

微生物相解析技術 : 目に見えない微生物を
遺伝子で解析する

中村和憲, 関口
勇地著

579.97||Na 209003575

762 オーム社 楽しい電子楽器 : 自作のススメ 米本実著 582.7||Yo 209002537

763 日刊工業新聞社 椅子の科学 (B&Tブックス)
心地よい椅子を
科学する研究会
編著

583.75||Is 209003692

764 八坂書房
乳酸菌 : 健康をまもる発酵食品の秘密 : 新
装版

小崎道雄著 588.51||Ko 209003496

765
シーエムシー出
版

食品・医薬品の味覚修飾技術
都甲潔, 内田享
弘監修

588||Sh 209002538

766
日本経済新聞出
版社

任天堂"驚き"を生む方程式 井上理著 589.77||In 209002189

767 西東社
ソーイングのきほん事典 : 親切・ていねい・よ
くわかる!

添田有美監修 593.3||So 209003755

768 世界文化社
きもののお手入れ&お直し : 決定版 : たたみ
方から古よれ着物の再生術まで、まるごと全
部わかります。

 593.8||Ki 209003754
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769 日本ヴォーグ社

編み目記号の本 : はじめての人にもよくわか
る基礎の本 詳しい図解でわかりやすい120
種のテクニック かぎ針あみ (日本ヴォーグ社
の基礎book:ゴールデンシリーズ)

今泉史子監修 594.3||Am 209003756

770 学習研究社
スッキリ収納の基本 : 決定版 (暮らしの実用
シリーズ. House & home)

 597.5||Su 209003758

771 学習研究社
自分でできるリフォーム&修繕大百科 : 決定
版 (暮らしの実用シリーズ:DIY)

 597||Ji 209003753

772 主婦の友社
目からウロコ!三好春樹のまちがいだらけの
片まひリハビリ : 脳卒中で寝たきりにならな
い在宅介護のコツ (ほっとくるブックス)

三好春樹著 598.4||Mi 209003760

773 ぎょうせい
いちご、空を飛ぶ : 輸出でよみがえるニッポ
ンの農

古谷千絵著 611.48||Fu 209003509

774 こぶし書房 農林業論 (福本和夫著作集:第4巻) 福本和夫著 611||Fu 209003502

775 化学同人
救え!世界の食料危機 : ここまできた遺伝子
組換え作物

日本学術振興
会・植物バイオ第
160委員会監修

615.21||Su 209002998

776 博友社 地球環境と作物 巽二郎編著 615.4||Ch 209002134

777 築地書館
チョコレートを滅ぼしたカビ・キノコの話 : 植
物病理学入門

ニコラス・マネー
著/小川真訳

615.83||Mo 209002473

778 文一総合出版
農業と雑草の生態学 : 侵入植物から遺伝子
組換え作物まで (種生物学研究:第30号)

種生物学会編/
浅井元朗, 芝池
博幸責任編集

615.83||No 209002938

779
東京農業大学出
版会

「造園力」で地球を庭に (実学の森シリーズ)
東京農業大学造
園科学科編

629.04||Zo 209003494

780 高文研 ニホンミツバチが日本の農業を救う 久志冨士男著 646.9||Hi 209002480

781
アドスリー/丸善
株式会社出版事
業部 (発売)

動物のお医者さんのための英会話 谷口和美著 649.07||Ta 209003609

782
森林文化協会/
朝日新聞出版
(発売)

生物多様性の日本 (森林環境:2009)

森林環境研究会
編著/福山研二,
安田喜憲責任編
集

650.5||Sh||'09 209002136

783 緑風出版 "緑のダム"の保続 : 日本の森林を憂う 藤原信著 651.1||Fu 209003504

784 博友社 森林立地調査法 : 森の環境を測る
森林立地調査法
編集委員会編

653.1||Sh 209003483
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785 文一総合出版
森林の生態学 : 長期大規模研究からみえる
もの (種生物学研究:第29号)

種生物学会編/
正木隆, 田中浩,
柴田銃江責任編
集

653.17||Sh 209002913

786 岩波書店 人工林荒廃と水・土砂流出の実態 恩田裕一編 653.4||Ji 209003157

787 文一総合出版
マツ枯れは森の感染症 : 森林微生物相互関
係論ノート

二井一禎著 653.6||Fu 209003481

788 森北出版 森林水文学 : 森林の水のゆくえを科学する
森林水文学編集
委員会編

656.5||Sh 209002505

789
北海道大学出版
会

ゼロエミッションと新しい水産科学 三浦汀介著 660.4||Mi 209003505

790 恒星社厚生閣 水産資源学を語る 田中昌一著 663.6||Ta 209003484

791 恒星社厚生閣 水圏生物科学入門 会田勝美編 663||Su 209003506

792 成山堂書店 水産食品の表示と目利き : 見極めのポイント

須山三千三, 鈴
木たね子編著/
佐々木康弘 [ほ
か] 共著

667||Su 209003507

793 東洋経済新報社
サービスは「かけ算」! : 感動を創造し続ける
究極の公式

中野博, 蓬台浩
明著

673||Na 209002698

794
日本経済新聞出
版社

マーケティング入門 (Management text) 小川孔輔著 675||Og 209002710

795 講談社 テキストマイニングによるマーケティング調査
上田隆穂[ほか]
編

675||Te 209002430

796 白桃書房
米国・中国・日本の国際貿易関係 (神奈川大
学経済貿易研究叢書:第24号)

秋山憲治著 678.253||Ak 209003508

797 自治体研究社
生活交通再生 : 住みつづけるための"元気
な足"を確保する

土居靖範著 681.1||Do 209003659

798 勁草書房
交通安全の経済分析 (中京大学経済学部付
属経済研究所研究叢書:第15輯)

鈴木崇児, 秋山
孝正編著

681.3||Ko 209002642

799 成山堂書店 国際物流の理論と実務 4訂版 鈴木暁編著 681.6||Su 209003510

800 学芸出版社
地方都市圏の交通とまちづくり : 持続可能な
社会をめざして

辻本勝久著 681.8||Ts 209003493
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801 地域科学研究会

自転車交通の計画とデザイン : 自転車の
「走」と「駐」を考える (「地域科学」まちづくり
資料シリーズ:35. 自転車まちづくりフォーラ
ム:1)

自転車まちづくり
フォーラム実行委
員会企画/地域
科学研究会編

681||Ji 209002844

802 立花書房 早わかり道路交通法
交通実務研究会
編著

685.1||Ha 209003491

803 学芸出版社
生活支援の地域公共交通 : 路線バス・コミュ
ニティバス・STサービス・デマンド型交通 (都
市科学叢書:3)

秋山哲男, 吉田
樹編著/猪井博
登, 竹内龍介著

685.5||Se 209003492

804 早川書房
となりの車線はなぜスイスイ進むのか? : 交
通の科学

トム・ヴァンダー
ビルト著/酒井泰
介訳

685||Va 209002943

805 緑風出版
どうする?鉄道の未来 : 地域を活性化するた
めに 増補改訂版 (プロブレムQ&A)

鉄道まちづくり会
議編

686.21||Do 209002860

806 古今書院 文化観光論 : 理論と事例研究 上巻

メラニー K.スミス,
マイク ロビンソン
編/阿曽村邦昭,
阿曽村智子訳

689.1||Bu||1 209003515

807 古今書院 文化観光論 : 理論と事例研究 下巻

メラニー K.スミス,
マイク ロビンソン
編/阿曽村邦昭,
阿曽村智子訳

689.1||Bu||2 209003516

808
NCコミュニケー
ションズ/日中出
版 (発売)

観光後進国ニッポン、海外に学べ! (鈴木教
授の観光学オピニオン・シリーズ:2)

鈴木勝著 689.2||Su 209003514

809 同文舘出版 観光活性化のマネジメント 内藤錦樹著 689.3||Na 209003517

810 学芸出版社
観光まちづくり : まち自慢からはじまる地域
マネジメント

西村幸夫編著 689.4||Ka 209002138

811 ミネルヴァ書房 現代の観光事業 北川宗忠編著 689||Ge 209002467

812 技術評論社 iPhoneアプリケーションプログラミング 新居雅行著 694.6||Ni 209002702

813 技術評論社 iPhoneアプリケーションプログラミング 新居雅行著 694.6||Ni 209002703
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