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学生用理工系図書配架リスト（９月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
Gnuplot in action : understanding data with
graphs

Philipp K. Janert Manning 007.6||Ja 210002523

2 Statistical machine translation Philipp Koehn
Cambridge
University Press

007.636||Ko 210002524

3 LATEX2ε美文書作成入門 改訂第5版 奥村晴彦著 技術評論社 021.49||Ok 210002121

4
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?
[2012年度版]

岡茂信著
毎日コミュニ
ケーションズ

377.9||Ok 210002117

5
面接担当者の質問の意図 : 内定獲得のメ
ソッド [`12]

才木弓加著
毎日コミュニ
ケーションズ

377.9||Sa 210002114

6 理工系&バイオ系大学院で成功する方法

パトリシア・ゴスリ
ング, バルト・ノー
ルダム著/白楽
ロックビル監訳・

日本評論社 377||Go 210002115

7 科学技術倫理学の展開
石原孝二, 河野
哲也編

玉川大学出版部 404||Ka 210002346

8 戸塚教授の「科学入門」 : E=mc[2]は美しい! 戸塚洋二著 講談社 404||To 210002487

9
疑似科学はなぜ科学ではないのか : そのウ
ソを見抜く思考法

チャールズ・M・
ウィン, アー
サー・W・ウィギン
ズ著/シドニー・

海文堂出版 404||Wy 210002497

10 数学の20世紀 : 解決された30の難問

ピエルジォル
ジョ・オディフレッ
ディ著/寺嶋英志
訳

青土社 410.2||Od 210002466

11 大数学者 (ちくま学芸文庫:[コ32-1]) 小堀憲著 筑摩書房 410.28||Ko 210002463

12 数学はいつも苦手だった

アルブレヒト・ボ
イテルスパッ
ヒャー著/石井志
保子訳

日本評論社 410.4||Be 210002427

13 数秘術大全
アンダーウッド・
ダッドリー著/森
夏樹訳

青土社 410.4||Du 210002462

14 日本の現代数学 : 新しい展開をめざして
小川卓克, 斎藤
毅, 中島啓編

数学書房 410.4||Ni 210002460

15 数の魔力 : 数秘術から量子論まで
ルドルフ・タシュ
ナー [著]/鈴木
直訳

岩波書店 410.4||Ta 210002461
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書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16
カンタベリー・パズル (ちくま学芸文庫:[テ7-
1]. [Math & Science])

H.E. デュードニー
著/伴田良輔訳

筑摩書房 410.79||Du 210002465

17 現代数学への道 (ちくま学芸文庫:[ナ19-1]) 中野茂男著 筑摩書房 410||Na 210002459

18
寄り道の多い数学 (岩波科学ライブラ
リー:172)

大沢健夫著 岩波書店 410||Os 210002458

19
バナッハ-タルスキーのパラドックス 新版
(岩波科学ライブラリー:165)

砂田利一著 岩波書店 410||Su 210002464

20
数学オリンピックチャンピオンの美しい解き
方

テレンス・タオ著/
寺嶋英志訳

青土社 410||Ta 210002118

21 群と表現
江沢洋, 島和久
著

岩波書店 411.6||Ez 210002455

22
輓近代数学の展望 (ちくま学芸文庫:[ア-29-
1])

秋月康夫著 筑摩書房 411||Ak 210002457

23 数学者的思考トレーニング 代数編 上野健爾著 岩波書店 411||Ue 210002119

24 フェルマー予想 斎藤毅著 岩波書店 412.2||Sa 210002456

25 ガウス整数論への道 (大数学者の数学:1) 加藤明史著 現代数学社 412||Ka 210002449

26 箱玉系の数理 (開かれた数学:3) 時弘哲治著 朝倉書店 413.6||To 210002452

27
コーシー近代解析学への道 (大数学者の数
学:2)

一松信著 現代数学社 413||Hi 210002448

28
オイラー無限解析の源流 (大数学者の数
学:3)

高橋浩樹著 現代数学社 413||Ta 210002447

29 曲線の事典 : 性質・歴史・作図法

礒田正美, Maria
G. Bartolini Bussi
編/田端毅, 讃岐
勝, 礒田正美著

共立出版 414.12||Ta 210002454

30
リーマン現代幾何学への道 (大数学者の数
学:4)

中村英樹著 現代数学社 414.81||Na 210002446

31 体験する幾何学

デビッド・W・ヘン
ダーソン, ダイナ・
タイミナ著/鈴木
治郎訳

ピアソン・エデュ
ケーション

414||He 210002451
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書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

32
現代幾何学への道 : ユークリッドの蒔いた
種 (数学, この大きな流れ)

砂田利一著 岩波書店 414||Su 210002450

33
「0次元の世界」から「高次元宇宙」まで : 次
元とは何か (ニュートン別冊. サイエンステキ
ストシリーズ) (NEWTONムック)

水谷仁編集 ニュートンプレス 415.2||Ze 210002483

34 4次元のトポロジー 増補新版 松本幸夫著 日本評論社 415.7||Ma 210002453

35
確率論の基礎概念 (ちくま学芸文庫:[コ33-
1])

A.N.コルモゴロフ
著/坂本實訳

筑摩書房 417.1||Ko 210002437

36 応用のための確率論入門 中塚利直著 岩波書店 417.1||Na 210002440

37 例題で学ぶ統計的方法
井上洋, 野澤昌
弘著

創成社 417||In 210002442

38
カウントデータの統計解析 (統計ライブラ
リー)

岩崎学著 朝倉書店 417||Iw 210002438

39 多変量解析入門 : 線形から非線形へ 小西貞則著 岩波書店 417||Ko 210002444

40
平均値分析入門 : 平均値間の違いは偽か
真か、その領域を図解する

前野澄夫著 日刊工業新聞社 417||Ma 210002439

41
共分散構造分析はじめの一歩 : 図の意味
から学ぶパス解析入門

小塩真司著
アルテ/星雲社
(発売)

417||Os 210002441

42
統計学とは何か : 偶然を生かす (ちくま学芸
文庫:[ラ7-1])

C.R.ラオ著/藤越
康祝, 柳井晴夫,
田栗正章訳

筑摩書房 417||Ra 210002443

43
離散凸解析とゲーム理論 (シリーズオペ
レーションズ・リサーチ:3)

田村明久著 朝倉書店 417||Ta 210002445

44 物理の散歩道 [正] : 新装版 ロゲルギスト著 岩波書店 420.4||Lo 210002498

45 物理の散歩道 続 : 新装版 ロゲルギスト著 岩波書店 420.4||Lo 210002499

46 大学新入生のための物理入門 廣岡秀明著 共立出版 420||Hi 210002496

47 もうひとつの一般相対論入門 須藤靖著 日本評論社 421.2||Su 210002120
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書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

48 量子統計力学の数理 新井朝雄著 共立出版 421.3||Ar 210002475

49

みるみる理解できる量子論 : 相対論と並ぶ
自然界の2大理論ミクロの世界では常識が
通用しない!? 改訂版 (ニュートン別冊. サイ
エンステキストシリーズ) (NEWTONムック)

和田純夫監修 ニュートンプレス 421.3||Mi 210002482

50 Transport phenomena Rev. 2nd ed

R. Byron Bird,
Warren E.
Stewart, Edwin
N. Lightfoot

J. Wiley 423.8||Bi 210001994

51
内殻分光 : 元素選択性をもつX線内殻分光
の歴史・理論・実験法・応用

太田俊明, 横山
利彦編著

アイピーシー 425.5||Na 210001940

52

光とは何か? : 「光は電磁波」を実感 : 身近
な現象から最先端研究までみるみる理解で
きる (ニュートン別冊. サイエンステキストシ
リーズ) (NEWTONムック)

江馬一弘監修 ニュートンプレス 425||Hi 210002481

53 熱力学を学ぶ人のために 芦田正巳著 オーム社 426.5||As 210002477

54 熱力学 : 物理学講義 松下貢著 裳華房 426.5||Ma 210002479

55 Molecular thermodynamics
Donald A.
McQuarrie, John
D. Simon

University
Science Books

426.5||Mc 210001995

56
二次元電子と磁場 (朝倉物性物理シリー
ズ:6)

川路紳治著 朝倉書店 428.08||As||6 210002474

57 磁性 1 (朝倉物性物理シリーズ:7)
久保健, 田中秀
数著

朝倉書店 428.08||As||7 210002476

58
物性物理学 (裳華房テキストシリーズ - 物
理学)

永田一清著 裳華房 428||Na 210002478

59
だれにでもわかる図解素粒子物理 : 宇宙は
非対称から始まった!

京極一樹著 技術評論社 429.6||Ky 210002492

60
こんなにわかってきた素粒子の世界 : 知っ
て面白い素粒子の不思議 (知りたいサイエ
ンス:041)

京極一樹著 技術評論社 429.6||Ky 210002491

61
素粒子論の一世紀 : 湯川, 朝永, 南部そして
小林・益川 (別冊日経サイエンス:165)

日経サイエンス
編集部編

日経サイエンス/
日本経済新聞出
版社 (発売)

429.6||So 210002488

62
素粒子とは何か : クォークから超ひも理論ま
で (ニュートン別冊) (NEWTONムック)

 ニュートンプレス 429.6||So 210002484

63
宇宙線と素粒子がよ〜くわかる本 : ポケット
図解 (Shuwasystem science guide book)

伊藤英男著 秀和システム 429.65||It 210002490
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64
Quantum chemistry 3rd ed. / John P. Lowe,
Kirk A. Peterson

 
Elsevier/Acade
mic Press

431.19||Lo 210002521

65 量子分光化学 : 分光分析の基礎を学ぶ 河合潤著
アグネ技術セン
ター

431.51||Ka 210002468

66 Atkins' physical chemistry 9th ed : pbk
Peter Atkins,
Julio de Paula

Oxford
University Press

431||At 210001935

67 Atkins' physical chemistry 9th ed : pbk
Peter Atkins,
Julio de Paula

Oxford
University Press

431||At 210001936

68
Purification of laboratory chemicals 6th ed :
pbk

Wilfred L.F.
Armarego,
Christina Li Lin
Chai

Butterworth-
Heinemann

432.1||Ar 210001942

69
Introduction to XAFS : a practical guide to
X-ray absorption fine structure
spectroscopy : hbk

Grant Bunker
Cambridge
University Press

433.5||Bu 210002520

70
星空の不思議136のQ&A : 国立天文台渡部
潤一博士が答えます (NEWTONムック)
(ニュートン別冊)

 ニュートンプレス 440||Ho 210002486

71
140億光年のすべてが見えてくる宇宙の事
典

沼澤茂美, 脇屋
奈々代著

ナツメ社/ナツメ
出版企画

440||Hy 210002489

72
よくわかる天の川銀河系 : 「我が銀河」の真
の姿は? (ニュートン別冊) (NEWTONムック)

水谷仁編集 ニュートンプレス 443.6||Yo 210002480

73

みるみる理解できる宇宙論 : 宇宙に果ては
ある?どのように誕生した?宇宙は永遠なの
か消滅するのか? (ニュートン別冊. サイエン
ステキストシリーズ) (NEWTONムック)

水谷仁編 ニュートンプレス 443.9||Mi 210002485

74
太陽の科学 : 磁場から宇宙の謎に迫る
(NHKブックス:1149)

柴田一成著
日本放送出版協
会

444||Sh 210002494

75 温暖化と自然災害 : 世界の六つの現場から

日本地理学会災
害対応委員会,
平井幸弘, 青木
賢人編

古今書院 450.98||On 210002247

76
オーロラウォッチングガイド : 宇宙の神秘に
迫る (楽学ブックス:自然 ; 1)

上出洋介著
JTBパブリッシン
グ

451.75||Ka 210002493

77 1冊で知る地球温暖化
シェリー・タナカ
著/黒川由美訳

原書房 451.85||Ta 210002257

78 環境とバイオ (バイオ研究のフロンティア:1) 田中信夫編 工学図書 460.4||Ka 210002283

79 環境とバイオ (バイオ研究のフロンティア:1) 田中信夫編 工学図書 460.4||Ka 210002282
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80
新しい高校生物の教科書 (ブルーバック
ス:B-1507. 現代人のための高校理科)

栃内新, 左巻健
男編著

講談社 460||At 210002267

81
新しい高校生物の教科書 (ブルーバック
ス:B-1507. 現代人のための高校理科)

栃内新, 左巻健
男編著

講談社 460||At 210002268

82
環境生物学 : 地球の環境を守るには (これ
からの生命科学)

針山孝彦, 津田
基之著

共立出版 460||Ha 210002284

83
環境生物学 : 地球の環境を守るには (これ
からの生命科学)

針山孝彦, 津田
基之著

共立出版 460||Ha 210002285

84 理科のおさらい : 生物 (おとなの楽習:11)
広沢‐高森瑞子,
涌井良幸著

自由国民社 460||Hi 210002270

85 理科のおさらい : 生物 (おとなの楽習:11)
広沢‐高森瑞子,
涌井良幸著

自由国民社 460||Hi 210002271

86 理科のおさらい : 生物 (おとなの楽習:11)
広沢‐高森瑞子,
涌井良幸著

自由国民社 460||Hi 210002269

87
分子遺伝学 (ブルーバックス:B-1673. カラー
図解アメリカ版大学生物学の教科書:第2巻)

D・サダヴァ他著
/石崎泰樹, 丸山
敬監訳・翻訳

講談社 460||Sa 210002264

88
分子遺伝学 (ブルーバックス:B-1673. カラー
図解アメリカ版大学生物学の教科書:第2巻)

D・サダヴァ他著
/石崎泰樹, 丸山
敬監訳・翻訳

講談社 460||Sa 210002265

89 初歩からの生物学 鈴木範男著 三共出版 460||Su 210002277

90 初歩からの生物学 鈴木範男著 三共出版 460||Su 210002275

91 初歩からの生物学 鈴木範男著 三共出版 460||Su 210002276

92
好きになる生物学 : 12カ月の楽しいエピソー
ド 第10刷 (好きになるシリーズ)

吉田邦久著 講談社 460||Yo 210002272

93
好きになる生物学 : 12カ月の楽しいエピソー
ド 第10刷 (好きになるシリーズ)

吉田邦久著 講談社 460||Yo 210002273

94
好きになる生物学 : 12カ月の楽しいエピソー
ド 第10刷 (好きになるシリーズ)

吉田邦久著 講談社 460||Yo 210002274

95
進化論はなぜ哲学の問題になるのか : 生物
学の哲学の現在 (いま)

松本俊吉編著 勁草書房 461.1||Sh 210002116
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96
Cell movements : from molecules to motility
2nd ed

Dennis Bray Garland Pub. 463||Br 210002522

97
細胞生物学 (ブルーバックス:B-1672. カラー
図解アメリカ版大学生物学の教科書:第1巻)

D・サダヴァ他著
/石崎泰樹, 丸山
敬監訳・翻訳

講談社 463||Sa 210002262

98
細胞生物学 (ブルーバックス:B-1672. カラー
図解アメリカ版大学生物学の教科書:第1巻)

D・サダヴァ他著
/石崎泰樹, 丸山
敬監訳・翻訳

講談社 463||Sa 210002263

99 ライフサイエンス系の機器分析 新隆志編著 三共出版 464||Ra 210002467

100
保全生態学の技法 : 調査・研究・実践マニュ
アル

鷲谷いづみ [ほ
か] 編

東京大学出版会 468||Ho 210002281

101
保全生態学の技法 : 調査・研究・実践マニュ
アル

鷲谷いづみ [ほ
か] 編

東京大学出版会 468||Ho 210002280

102
医療コミュニケーション : 実証研究への多面
的アプローチ

医療コミュニケー
ション研究会編
集/藤崎和彦, 橋
本英樹編著

篠原出版新社 490.14||Ir 210002239

103
だから、男と女はすれ違う : 最新科学が解き
明かす「性」の謎

奥村康一, 水野
重理, 高間大介
著

ダイヤモンド社 491.35||Ok 210002402

104 なぜ水俣病は解決できないのか 東島大著 弦書房 493.152||Hi 210002261

105
図解よくわかる大人のアスペルガー症候群 :
発達障害を考える心をつなぐ

上野一彦, 市川
宏伸著

ナツメ社 493.76||Ue 210002411

106 サリヴァンの精神科セミナー

[H.S.サリヴァン
述]/ロバート・G・
クヴァーニス, グ
ロリア・H・パーロ

みすず書房 493.763||Su 210002393

107
医療化のポリティクス : 近代医療の地平を
問う (シリーズ社会問題研究の最前線:1)

森田洋司, 進藤
雄三編

学文社 498.021||Ir 210002248

108
全図解クスリのしくみ事典 : どう効くのか?な
ぜ副作用が起こるのか?病気別・症状別に
ガイド 最新版

野口實, 岡島重
孝著

日本実業出版社 499.1||Ze 210002473

109 知的財産法入門 第12版 土肥一史著 中央経済社 507.2||Do 210002222

110
知的財産法 第5版 (有斐閣アル
マ:Specialized)

角田政芳, 辰巳
直彦著

有斐閣 507.2||Su 210002221

111 大企業の空間構造 合田昭二著 原書房 509.29||Go 210002260
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112 立地調整の経済地理学 松原宏編著 原書房 509.29||Ri 210002254

113
産業立地論 (シリーズ21世紀の経済地理
学)

鈴木洋太郎著 原書房 509.29||Su 210002256

114
地震と豪雨・洪水による地盤災害を防ぐた
めに : 地盤工学からの提言 : 地盤災害を防
ぐための地盤工学・技術

 
地盤工学会2007
年度会長特別委
員会

511.3||Ji 210002170

115 洪水と人間 : その相剋の歴史 伊藤安男著 古今書院 517.21||It 210002238

116 空間と持続可能な環境政策の理論的研究
伊ヶ崎大理, 内
藤徹, 福山博文
著

多賀出版 519.1||Ik 210002208

117
環境リスク再考 : 化学物質のリスクを制御
する新体系

鈴木規之著 丸善 519.15||Su 210002472

118 日本の水環境行政 改訂版
日本水環境学会
編集

ぎょうせい 519.4||Ni 210002471

119 身近な地域の環境学 山本佳世子編 古今書院 519.8||Mi 210002229

120 図説わかる環境工学
渡辺信久, 岸本
直之, 石垣智基
編著

学芸出版社 519||Wa 210002470

121 宇宙で過ごした137日 : 僕の「きぼう」滞在記
若田光一, 朝日
新聞取材班著

朝日新聞出版 538.95||Uc 210002495

122
人工光合成と有機系太陽電池 : 最新の技
術とその研究開発 (CSJ Current Review:02)

日本化学会編 化学同人 543.7||Ji 210002123

123
ロボットという思想 : 脳と知能の謎に挑む
(NHKブックス:1158)

浅田稔著
日本放送出版協
会

548.3||As 210002122

124
燃料電池の技術 : 固体高分子形の課題と
対策

西川尚男著
東京電機大学出
版局

572.1||Ni 210002469

125 土と地球 : 土は地球の生命維持装置 粕淵辰昭著
学会出版セン
ター

613.5||Ka 210002171

126
コーヒーとフェアトレード (筑波書房ブックレッ
ト. 暮らしのなかの食と農:28)

村田武著 筑波書房 617.3||Mu 210002363

127
図解よくわかるこれからのマーケティング :
なるほど!これでわかった (Do books)

金森努著 同文舘出版 675||Ka 210002062
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128
フェアトレード : 倫理的な消費が経済を変え
る

アレックス・ニコ
ルズ, シャーロッ
ト・オパル編著/
北澤肯訳

岩波書店 678.2||Ni 210002366

129
日常空間を活かした観光まちづくり (地域づ
くり叢書:1)

戸所隆著 古今書院 689.4||To 210002232

130 観光とまちづくり : 地域を活かす新しい視点
深見聡, 井出明
編著/海野敦史
[ほか著]

古今書院 689||Ka 210002231

131
観光地理学 : 世界と日本の都市と観光 (大
学テキスト)

寺阪昭信著 古今書院 689||Te 210002240

132
グローバル・プリズム : 「アジアン・ドリーム」
としての日本のテレビドラマ

岩渕功一編/イエ
ン・アン [ほか]
著

平凡社 699.67||Gu 210002245
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