
学生用理工図書配架リスト（１月）

出版者 書名 責任表示 請求記号 資料ID

1
シュプリンガー・
ジャパン

量子情報理論 第2版 (Springer university
textbooks)

佐川弘幸, 吉田
宣章著

007.1||Sa 209004824

2 翔泳社
エンジニアのためのPowerPoint再入門講座
: 伝えたいことが確実に届く“硬派な資料"の
作り方

石川智久, 植田
昌司著

007.63||Is 209004886

3 工学社 はじめてのCUDAプログラミング (I/O books)
青木尊之, 額田
彰著

007.64||Ao 209004896

4 共立出版
Rグラフィックス : Rで思いどおりのグラフを
作図するために

Paul Murrell著/
久保拓弥訳

007.64||Mu 209004814

5 工学社
はじめてのParaView : 高度なグラフやアニ
メーションを描くオープンソース・ソフト (I/O
books)

林真著 007.642||Ha 209004907

6 丸善 理科年表 第83冊(平成22年) 東京天文台編纂 403.6||Ri||83 209004820

7 祥伝社
なぜ「科学」はウソをつくのか : 環境・エネル
ギー問題からDNA鑑定まで

竹内薫著 404||Ta 209004815

8 近代科学社 人生に必要な数学50 (知ってる?)
トニー・クリリー著
/対馬妙訳

410||Cr 209004812

9 技術評論社
これだけはおさえたい文系プログラマーの
数学知識基礎の基礎

谷尻豊寿, 谷尻
かおり著

410||Ta 209004895

10 コロナ社 情報科学のための線形代数
柴田正憲, 貴田
研司共著

411.3||Sh 209004889

11 岩波書店
リーマン予想の150年 (数学, この大きな流
れ)

黒川信重著 413.5||Ku 209004969

12 マセマ出版社
スバラシク実力がつくと評判の偏微分方程
式キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに
分かる!単位なんて楽に取れる!

馬場敬之, 高杉
豊著

413.63||Ba 209004813

13 共立出版 パターン認識 (Rで学ぶデータサイエンス:5)
金森敬文, 竹之
内高志, 村田昇
著

417.08||Rd||5 209005065

14 共立出版
マシンラーニング (Rで学ぶデータサイエン
ス:6)

辻谷將明, 竹澤
邦夫著

417.08||Rd||6 209004828

15 共立出版
ネットワーク分析 (Rで学ぶデータサイエン
ス:8)

鈴木努著 417.08||Rd||8 209004827
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16 オーム社 プログラミングのための確率統計
平岡和幸, 堀玄
共著

417||Hi 209004821

17 オーム社 Excelでかんたんデータ分析
河野真紀, 河野
善仁共著

417||Ko 209004905

18 サイエンス社 概説確率統計 第2版 (数学基礎コース:Q5) 前園宜彦著 417||Ma 209004826

19 東京図書 これからはじめる統計学 蓑谷千凰彦著 417||Mi 209004904

20 東京図書
Amosで学ぶ調査系データ解析 : 共分散構
造分析をやさしく使いこなす

大石展緒, 都竹
浩生著

417||Oi 209004903

21 朝倉書店 確率・統計 : 文章題のモデル解法 岡部靖憲著 417||Ok 209004972

22 東京図書
すぐに使えるExcelによる統計解析とグラフ
の活用

内田治著 417||Uc 209004902

23 オーム社 Cによる数値計算とシミュレーション 小高知宏著 418.1||Od 209004893

24 技術評論社
「単位」の本質 : 単位がわかれば相対論が
わかる (知りたいサイエンス:068)

潮秀樹著 420.75||Us 209004906

25 培風館
スピントロニクス理論の基礎 (新物理学シ
リーズ:40)

多々良源著 420.8||Sh||40 209004811

26 吉岡書店 凝縮系物理における場の理論 上

[Alexander
Altland and Ben
Simons著]/新井
正男 [ほか] 著

421.3||Al||1 209004825

27 日刊工業新聞社 よくわかる電磁気学 第2版
宮崎照宣, 加藤
宏朗著

427||Mi 209004900

28 講談社 緩衝液 : その原理と選び方・作り方
澤田清, 大森大
二郎著

431.72||Sa 209004818

29 新光社 天文年鑑 2010年版 天文同好會編 440.5||Te||'10 209004816

30 岩波書店 ゲノム科学の基礎 (現代生物科学入門:1) 吉川寛 [ほか] 著 460.8||Ge||1 209004970
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31 岩波書店 脳神経生物学 (現代生物科学入門:4) 岡本仁 [ほか] 著 460.8||Ge||4 209004823

32 岩波書店 再生医療生物学 (現代生物科学入門:7)
阿形清和 [ほか]
著

460.8||Ge||7 209004829

33 化学同人
生物学のための統計学入門 : 汎用ソフト
ウェアを活用して学ぶ

川瀬雅也編著 461.9||Se 209004908

34 ニュートンプレス 細胞の分子生物学 第5版

Bruce Alberts
[ほか] 著/中村
桂子, 松原謙一
監訳

463||Sa 209005262

35 早川書房 進化の存在証明
リチャード・ドーキ
ンス著/垂水雄二
訳

467.5||Da 209004822

36 岩波書店
細胞寿命を乗り越える : ES細胞・iPS細胞、
その先へ (岩波科学ライブラリー:164)

帯刀益夫, 杉本
正信共著

491.11||Ob 209004971

37 森北出版
視覚の心理物理学 POD版 (最新応用物理
学シリーズ:3)

池田光男著 501.2||Sa||3 209004887

38 森北出版 バイオマスエネルギー
横山伸也, 芋生
憲司著

501.6||Yo 209004899

39 近代科学社 企業の研究者をめざす皆さんへ 丸山宏著 507.6||Ma 209004817

40 日刊工業新聞社
まだ遅くない。博士を目指そう! : 夢で終わら
せない。退職技術者の再挑戦

和田肇著 507||Wa 209004890

41 鹿島出版会 Bridge : 風景をつくる橋

大野美代子, エ
ムアンドエムデ
ザイン事務所著/
藤塚光政写真

515||Br 209004894

42 東京大学出版会 近代建築論講義
鈴木博之, 東京
大学建築学科編

523.05||Ki 209004819

43 TOTO出版 スタディーズ・イン・オーガニック
隈研吾建築都市
設計事務所著

523.1||Su 209005066

44 彰国社 青木義次の計画発想法 青木義次著 525.1||Ao 209004892

45 秀和システム 図解Q&Aクラウド事典 学びing著 547.4833||Zu 209004897
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46 森北出版
身近な例で学ぶ電波・光・周波数 : 電波の
基礎から電波時計,地デジ,GPSまで

倉持内武, 吉村
和昭, 安居院猛
共著

547.5||Ku 209004901

47 コロナ社 感覚生理工学 (ロボティクスシリーズ:16) 飯田健夫著 548.3||Ro||16 209004898

48 技術評論社
iPhone情報整理術 : あなたを情報"強者"に
変える57の活用法! (デジタル仕事術シリー
ズ)

堀正岳, 佐々木
正悟著

694.6||Ho 209004888

49

インプレスジャパ
ン/インプレスコ
ミュニケーション
ズ (発売)

入門Google Androidプログラミング
柴田文彦, 藤枝
崇史, 伊原頌二
共著

694.6||Sh 209004891
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