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学生用理工系図書配架リスト（１１月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ITパスポートパーフェクトラーニング過去問題
集 平成22年度秋期

五十嵐聡著 技術評論社 007.6||Ig 210003647

2
基本情報技術者パーフェクトラーニング過去
問題集 平成22年度 秋期 (情報処理技術者
試験)

西田明雄著 技術評論社 007.6||Ya 210003646

3 C言語入門本物志向が身につく本 朝井淳著 技術評論社 007.64||As 210003662

4
OpenCL並列プログラミング : マルチコア
CPU/GPUのための標準フレームワーク

池田成樹著 カットシステム 007.64||Ik 210003588

5
Design patterns in Java : hard (The software
patterns series)

Steven John
Metsker, William
C. Wake

Addison-Wesley 007.64||Me 210003578

6 世界一空が美しい大陸南極の図鑑
武田康男文・写
真

草思社 402.979||Ta 210003993

7
一流ジャーナルから学ぶ科学英語論文の書
き方

平田光男著 化学同人 407||Hi 210003725

8 理系数学サマリー : 高校・大学数学復習帳 安藤哲哉著 数学書房 410||An 210004054

9
天才ガロアの発想力 : 対称性と群が明かす
方程式の秘密 (tanQブックス:10)

小島寛之著 技術評論社 411.73||Ko 210003723

10 微分体の理論 (共立叢書現代数学の潮流) 西岡久美子著 共立出版 411.73||Ni 210003705

11 絶対数学
黒川信重, 小山
信也著

日本評論社 413.5||Ku 210003703

12
リッカチのひ・み・つ : 解ける微分方程式の
理由を探る

井ノ口順一著 日本評論社 413.6||In 210003735

13 定本解析概論 高木貞治著 岩波書店 413||Ta 210003704

14
だまし絵のトリック : 不可能立体を可能にす
る (DOJIN選書:34)

杉原厚吉著 化学同人 414.6||Su 210003707

15
ケーラー多様体論入門 (シュプリンガー数学
クラシックス:第22巻)

A. ヴェイユ著/佐
武一郎, 小林昭
七訳

シュプリンガー・
ジャパン

414.73||We 210003724
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16 高校と大学をむすぶ幾何学 大田春外著 日本評論社 414||Ot 210003734

17
ベイズ統計データ解析 (Rで学ぶデータサイ
エンス:3)

姜興起著 共立出版 417.08||Rd||3 210003732

18 確率論と私 伊藤清著 岩波書店 417.1||It 210004006

19
The structure of matter : an introduction to
quantum mechanics 2nd ed (Topics in
physical chemistry)

R. Stephen Berry,
Stuart A. Rice,
John Ross

Oxford
University Press

421.3||Be 210003642

20 目で見る美しい量子力学 外村彰著 サイエンス社 421.3||To 210003721

21 図解によるわかりやすい流体力学
中林功一, 山口
健二共著

森北出版 423.8||Na 210003794

22 高速流体力学 : 圧縮性流体力学の基礎 永田雅人著 森北出版 423.88||Na 210003789

23
独習Excelで解く音のスペクトル解析 : デジタ
ル音楽・デジタルカメラの写真・CTやMRI画
像にも役立つ基礎知識

佐々木隆幸著 工業調査会 424||Sa 210003663

24 境界領域プラズマ理工学の基礎 高村秀一著 森北出版 427.6||Ta 210003815

25
電磁気学演習 (Mathematicaで学ぶシリー
ズ:5)

稲垣直樹著 コロナ社 427||In 210003811

26 電磁気学
宇野亨, 白井宏
共著

コロナ社 427||Un 210003802

27 ソフトマター物理学入門 土井正男著 岩波書店 428.3||Do 210004007

28 固体電子物性 (新インターユニバーシティ) 若原昭浩編著 オーム社 428.4||Ko 210003851

29 電子物性 新版
松澤剛雄, 高橋
清, 斉藤幸喜共
著

森北出版 428.4||Ma 210003812

30
半導体物性なんでもQ&A : 対話から生まれ
た半導体教本

佐藤勝昭著 講談社 428.8||Sa 210003584

31
Physical chemistry 2nd ed. (Topics in
physical chemistry series)

R. Stephen Berry,
Stuart A. Rice,
John Ross

Oxford
University Press

431||Be 210003579
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32
Matter in equilibrium : statistical mechanics
and thermodynamics 2nd ed (Topics in
physical chemistry)

R. Stephen Berry,
Stuart A. Rice,
John Ross

Oxford
University Press

431||Be 210003643

33
安全化学実験ガイド : 研究室に所属したら
すぐ読む

研究実験施設・
環境安全教育研
究会編

講談社 432.1||An 210003706

34
Study guide and student solutions manual
for McMurry's organic chemistry 第7版

Susan McMurry
[著]

Brooks/Cole/東
京化学同人 (発
売)

437.07||Mc 210003666

35
Study guide and student solutions manual
for McMurry's organic chemistry 第7版

Susan McMurry
[著]

Brooks/Cole/東
京化学同人 (発
売)

437.07||Mc 210003667

36
Study guide and student solutions manual
for McMurry's organic chemistry 第7版

Susan McMurry
[著]

Brooks/Cole/東
京化学同人 (発
売)

437.07||Mc 210003668

37
ブラックホールの科学 : 片道切符の旅と宇
宙

羽馬有紗著 ベレ出版 443.5||Ha 210003737

38

正反対の顔をもつ「時空の二つの穴」 : ブ
ラックホール ホワイトホール (NEWTONムッ
ク) (ニュートン別冊. サイエンステキストシ
リーズ)

福江純監修 ニュートンプレス 443.5||Se 210004086

39 例題で学ぶ水文学
椎葉充晴, 立川
康人, 市川温共
著

森北出版 452.9||Sh 210003798

40 理論生物学入門
関村利朗 [ほか]
著

現代図書/星雲
社 (発売)

461||Ri 210003603

41 分子生物学大百科事典 2
T.E.クレイトン編
集

朝倉書店 464.1||Bu 210003581

42
生物の多様性と進化の驚異 (分子生物学講
義中継:番外編)

井出利憲著 羊土社 464.1||Id 210003991

43 新しい分子進化学入門 宮田隆編 講談社 467.5||At 210003729

44
進化思考の世界 : ヒトは森羅万象をどう体
系化するか (NHKブックス:1164)

三中信宏著
日本放送出版協
会

467.5||Sa 210003726

45
「図説」生物多様性と現代社会 : 「生命 (い
のち) の環」30の物語

小島望著
農山漁村文化協
会

468||Ko 210003722

46 火の賜物 : ヒトは料理で進化した
リチャード・ランガ
ム著/依田卓巳
訳

NTT出版 469.2||Wr 210003931

47 ゼロからマスター手・肘の鏡視下手術 中村俊康著
メジカルビュー
社

494.67||Na 210003778
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48
不妊症を治す本 : 受診から検査、治療法、
病院選びまでを女医が指南 (ビタミン文庫)

花岡嘉奈子著 マキノ出版 495.48||Ha 210003779

49
目の若返りの「超」常識 : NHKためしてガッ
テン (生活シリーズ)

NHK科学・環境
番組部, 主婦と生
活社「NHKためし
てガッテン」編集

主婦と生活社 496.3||Me 210003780

50
家庭にひそむ有害化学物質 : これだけは避
けよう、身近なリスク

カレン・アシュト
ン, エリザベス・ソ
ルター・グリーン
共著/世界自然

時事通信出版局
/時事通信社
(発売)

498.4||As 210003868

51 からだにおいしい魚の便利帳 藤原昌高著 高橋書店 498.5||Fu 210003882

52
食品添加物毒性判定事典 : 早引き・カンタ
ン・採点できる

渡辺雄二著 メタモル出版 498.519||Sh 210003885

53 安心・安全・信頼のための抗菌材料
HACCP対応抗菌
環境福祉材料開
発研究会編

米田出版/産業
図書 (発売)

498.54||An 210003926

54
それでも遺伝子組み換え食品を食べます
か?

アンドリュー・キ
ンブレル著/白井
和宏訳

筑摩書房 498.54||Ki 210003921

55
くらしに役立つ食品表示ハンドブック 全国食
品安全自治ネットワーク版, 第3版

全国食品安全自
治ネットワーク食
品表示ハンドブッ
ク作成委員会編

群馬県 498.54||Ku 210003884

56
食のリスク学 : 氾濫する「安全・安心」をよみ
とく視点

中西準子著 日本評論社 498.54||Na 210003784

57
食の目利き検定 (食品表示検定認定テキス
ト : 「食品」の安全と信頼をめざして:初級)

食品表示検定協
会編著

ダイヤモンド・フ
リードマン社/ダ
イヤモンド社 (発
売)

498.54||Sh 210003886

58
図解食品衛生学 : 食べ物と健康, 食の安全
性 第4版

西島基弘, 一戸
正勝編著/市川
富夫 [ほか] 著

講談社 498.54||Zu 210003918

59
食べ物はこうして血となり肉となる : ちょっと
意外な体の中の食物動態 (知りたいサイエ
ンス:062)

中西貴之著 技術評論社 498.55||Na 210003781

60 臨床のための法医学 第6版
沢口彰子[ほか]
共著

朝倉書店 498.9||Ri 210003782

61
化学物質の性質と反応 第2版 (スタンダード
薬学シリーズ:3. 化学系薬学:1)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||3 210003783

62 光計測ポケットブック
日本光学測定機
工業会編

朝倉書店 501.22||Hi 210003817

63 伝熱工学 (機械工学エッセンス:3) 梅村章著 培風館 501.26||Um 210003833
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64 基礎から学ぶ工業力学
武居昌宏, 飯田
明由, 金野祥久
共著

オーム社 501.3||Ta 210003793

65
材料力学考え方解き方 第4版 (わかりやす
い機械教室)

萩原國雄著
東京電機大学出
版局

501.32||Ha 210003800

66 金属材料の加工と組織
森永正彦, 古原
忠, 戸田裕之編

共立出版 501.41||Ki 210003799

67 グラフェンの機能と応用展望
斉木幸一朗, 徳
本洋志監修

シーエムシー出
版

501.48||Gu 210003591

68
ここまで来たナノテクノロジー : 産業化する
原子の世界 (知りたいサイエンス:074)

吉田典之著 技術評論社 504||Yo 210003865

69
発明のコモンズ : サービスイノベーションと
オープンイノベーションを促進するための知
的財産制度 (創成社新書:44)

幡鎌博著 創成社 507.2||Ha 210003990

70
ESPにもとづく工業技術英語 : 大学・高専生
のための新しい英語トレーニング

野口ジュディー,
深山晶子監修

講談社 507.7||Es 210003856

71
現地スタッフと円滑に仕事を進めるための
製造現場の英語表現

ロッシェル・カップ
著

ジャパンタイム
ズ

507.7||Ko 210003853

72
技術英語 : よく使う基本語句と表現 (Beret
books)

宮野晃著 ベレ出版 507.7||Mi 210003854

73
設計の英語って、どない使うねん! : 現場設
計者が教える実務で使う技術英語術 : わか
りやすくやさしくやくにたつ

山田学著 日刊工業新聞社 507.7||Ya 210003855

74
入門Lego Mindstorms NXT(エヌエックスティ)
: レゴブロックで作る動くロボット 第2版

大庭慎一郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

507.9||Ob 210003585

75
入門Lego Mindstorms NXT(エヌエックスティ)
: レゴブロックで作る動くロボット 第2版

大庭慎一郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

507.9||Ob 210003586

76
入門Lego Mindstorms NXT(エヌエックスティ)
: レゴブロックで作る動くロボット 第2版

大庭慎一郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

507.9||Ob 210003587

77
日本の製造業を分析する : 自動車、電機、
鉄鋼、エネルギー

丸山惠也 [ほか]
編著

唯学書房/ア
ジール・プロダク
ション (発売)

509.21||Ni 210003889

78 サステイナブル社会基盤構造物
大内一編著/真
鍋英規 [ほか]
共著

森北出版 510||Sa 210003797

79 地質リスクマネジメント入門
地質リスク学会,
全国地質調査業
協会連合会共編

オーム社 511.27||Ch 210003824
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80 土質力学
常田賢一[ほか]
著

理工図書 511.3||Do 210003827

81 土質試験 : 基本と手引き 第2回改訂版

地盤工学会「土
質試験-基本と手
引き-」改訂編集
WG編集

地盤工学会/丸
善株式会社出版
事業部 (発売)

511.37||Do 210003821

82 新コンクリートの非破壊試験
日本非破壊検査
協会編

技報堂出版 511.79||Sh 210003830

83 絵とき測量 改訂3版
包国勝 [ほか]
共著

オーム社 512||Et 210003796

84 基礎測量学 改訂新版

長谷川昌弘, 川
端良和編著/大
塚久雄 [ほか]
著

電気書院 512||Ki 210003831

85 土木設計入門 : 土木設計技士を目指して
土木設計入門編
集委員会編

鹿島出版会 513.1||Do 210003822

86 交通信号の手引 改訂
交通工学研究会
編

交通工学研究会 514.13||Ko 210003654

87 読んで学ぶ交通工学・交通計画
久保田尚, 大口
敬, 高橋勝美著

理工図書 514||Ku 210003825

88 水害 : 治水と水防の知恵 改訂 宮村忠著
関東学院大学出
版会/丸善 (発
売)

517.5||Mi 210003820

89 環境緑地学入門 : 理論と実際
鈴木伸一, 宮崎
忠國編著/内田
均 [ほか] 共著

コロナ社 518.85||Ka 210003818

90 土壌・地下水汚染と対策 平田健正編著
日本環境測定分
析協会/丸善
(発売)

519.5||Do 210003832

91
食の安全と環境 : 「気分のエコ」にはだまさ
れない (シリーズ地球と人間の環境を考え
る:11)

松永和紀著 日本評論社 519||Sh||11 210003858

92
一丁倫敦と丸の内スタイル : 三菱一号館か
らはじまる丸の内の歴史と文化

岡本哲志監修
三菱地所/求龍
堂 (発売)

523.1||Ic 210003992

93 建築構造力学 (わかる建築学:4)
安達洋, 丸田榮
藏編/岡田章 [ほ
か] 著

学芸出版社 524.1||Ke 210003836

94 建築の構造力学
前田潤滋, 山口
謙太郎, 中原浩
之著

朝倉書店 524.1||Ma 210003786

95 はじめての構造力学 (これでわかった!) 丸山一孝著 技術評論社 524.1||Ma 210003837
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96 力と変形の構造力学 西谷章著 彰国社 524.1||Ni 210003787

97 演習建築構造力学 1: 静定編
田中茂樹, 福田
幹夫著

学芸出版社 524.1||Ta||1 210003838

98 演習建築構造力学 2: 不静定編
田中茂樹, 福田
幹夫著

学芸出版社 524.1||Ta||2 210003839

99 計算の基本から学ぶ建築構造力学 上田耕作著 オーム社 524.1||Ue 210003785

100 ベーシック建築材料
野口貴文 [ほか]
著

彰国社 524.2||Be 210003819

101 最新建築材料学
松井勇 [ほか]
著

井上書院 524.2||Sa 210003826

102 設計に活かす建築計画
内藤和彦 [ほか]
編著/浅野未紗
子 [ほか] 著

学芸出版社 525.1||Se 210003823

103 図法から空間へ (建築設計演習:1 ; 基礎編)
峰岸隆, 高砂正
弘, 本田昌昭, 寺
地洋之編著

鹿島出版会 525.1||Zu 210003829

104 建築設備ハンドブック
紀谷文樹 [ほか]
編

朝倉書店 528.036||Ke 210003582

105 空気調和・衛生設備の知識 改訂3版
空気調和・衛生
工学会編

オーム社 528.2||Ku 210003828

106 はじめてのMEMS (ビギナーズブックス:48) 江刺正喜著 工業調査会 530||Es 210003604

107 伝熱工学 (機械系教科書シリーズ:25)
丸茂榮佑, 矢尾
匡永, 牧野州秀
共著

コロナ社 530||Ki||25 210003835

108
機械材料入門 第2版 (機械工学入門シリー
ズ)

佐々木雅人著 理工学社 531.2||Sa 210003792

109 図でよくわかる機械材料学
渡辺義見 [ほか]
共著

コロナ社 531.2||Zu 210003801

110
3次元CADから学ぶ機械設計入門 : 初心者
のための設計七つ道具 : 「SolidWorks基本
操作ガイド付き」 第2版

賀勢晋司 [ほか]
共著

森北出版 531.9||Sa 210003834

111
機械製図マニュアル 第4版 (JIS使い方シ
リーズ)

桑田浩志, 徳岡
直静共著

日本規格協会 531.98||Ku 210003790
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112
デトロイトウェイの破綻 : 日米自動車産業の
明暗

山崎憲著 旬報社 537.09||Ya 210003902

113 図解・自動車メカ : 基礎からわかる ルネサンス社編

ナノオプトニク
ス・エナジー出
版局/近代科学
社(発売)

537.1||Zu 210003870

114
電気自動車は本物か : 徹底取材:技術が変
わる、産業が変わる : 日経ものづくりエディ
ターズ・ノート (日経ものづくりの本)

日経ものづくり編 日経BP社 537.25||De 210003728

115
「エンジンのないクルマ」が変える世界 :
EV(電気自動車)の経営戦略を探る

大久保隆弘著
日本経済新聞出
版社

537.25||Ok 210003904

116
自動車 : カラー&図解ですぐわかる : エンジ
ンの仕組みからエコカーの技術まで (主婦
の友ベストbooks)

金子浩久監修 主婦の友社 537||Ji 210003903

117
宇宙エレベーター : 宇宙旅行を可能にする
新技術

石川憲二著 オーム社 538.9||Is 210003857

118
小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 : 挑戦と復
活の2592日 : Hayabusa

的川泰宣著 PHP研究所 538.9||Ma 210003731

119
小惑星探査機はやぶさの大冒険 : 星のか
けらを拾って地球に戻るまで、60億キロを、7
年間かけて旅をした惑星探査機の運命。

山根一真著 マガジンハウス 538.9||Ya 210003989

120 技術者倫理事例集
電気学会倫理委
員会[編]

電気学会/オー
ム社 (発売)

540.7||Gi 210004008

121 電磁気学 (電子情報工学ニューコース:1)
浅田雅洋, 平野
拓一共著

培風館 540.8||De||1 210003840

122 電子材料 (電子情報工学ニューコース:10) 岩本光正著 培風館 540.8||De||10 210003841

123
電磁エネルギー変換工学 (電気・電子工学
基礎シリーズ:2)

松木英敏, 一ノ倉
理著

朝倉書店 540.8||De||2 210003809

124
電気電子計測 (電子情報工学ニューコー
ス:2)

中本高道, 山中
高夫共著

培風館 540.8||De||2 210003845

125 電子物性 (電子情報工学ニューコース:8) 梶川浩太郎著 培風館 540.8||De||8 210003844

126 電力会社のおしごと 電気新聞編
日本電気協会新
聞部

540.921||De 210003898

127
電気回路 1 : 交流・基礎編 (理工系のため
の解く!)

石井六哉 [ほか]
著

講談社 541.1||De 210003806
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128
できる!電気回路演習 : ためす・わかる・反復
演習で電気の基礎を身につける

高木浩一 [他]
共著

森北出版 541.1||De 210003847

129 基礎電気回路 第2版
伊佐弘 [ほか]
共著

森北出版 541.1||Ki 210003814

130
三相交流・回路網・過渡現象編 (電気回路
の基礎と演習:続)

吉野純一編著/
高橋孝, 大杉功,
米盛弘信共著

コロナ社 541.1||Sa 210003813

131 電気電子基礎計測 (EE text) 岡野大祐編著 オーム社 541.5||De 210003850

132 通信ネットワークの信頼性
林正博, 阿部威
郎共著/電子情
報通信学会編

電子情報通信学
会

547.2||Ha 210003816

133
電磁界シミュレータで学ぶ高周波の世界 :
高速ディジタル時代に対応した回路設計者
の基礎知識 改訂 (RF design series)

小暮裕明, 小暮
芳江共著

CQ出版 547.518||Ko 210003807

134 3次元画像処理入門 村上伸一著
東京電機大学出
版局

547.8||Mu 210003795

135
ロボットのためのC言語によるマイコン制御
の考え方

城井田勝仁著 オーム社 548.3||Ki 210003788

136
多変数システム制御 (システム制御工学シ
リーズ:9)

池田雅夫, 藤崎
泰正共著

コロナ社 548.3||Sh||9 210003804

137 演習で学ぶPID制御 森泰親著 森北出版 548.31||Mo 210003846

138 制御工学入門 村松鋭一著 養賢堂 548.31||Mu 210003808

139 制御のためのMATLAB
尾形克彦著/石
川潤訳

東京電機大学出
版局

548.31||Og 210003803

140 基礎と実践 : 制御工学入門
横山修一, 濱根
洋人, 小野垣仁
共著

コロナ社 548.31||Yo 210003849

141 工学シミュレーション入門 (I/O books) 今仁和武著 工学社 548.7||Im 210003791

142 絵ときディジタル回路の教室 堀桂太郎著 オーム社 549.3||Ho 210003805

143 よくわかる電子回路の基礎 堀桂太郎著 電気書院 549.3||Ho 210003848
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144 例題で学ぶアナログ電子回路
井上高宏, 常田
明夫, 江口啓共
著

森北出版 549.3||In 210003843

145 学生のための基礎電子回路 亀井且有著 共立出版 549.3||Ka 210003810

146
基礎電子回路工学 : アナログ回路を中心に
(電気学会大学講座)

松澤昭 [著]
電気学会/オー
ム社 (発売)

549.3||Ma 210003842

147 ディジタル回路の基礎
角山正博, 中島
繁雄共著

森北出版 549.3||Ts 210003852

148 独習電子回路設計 宇野俊夫著 翔泳社 549.3||Un 210003590

149 三次元実装のためのTSV技術 傳田精一著 工業調査会 549.8||De 210003665

150 白色LED照明技術のすべて 田口常正編著 工業調査会 549.81||Ta 210003664

151
CMOSイメージセンサの最新動向 : 高性能
化,高機能化から応用展開まで

太田淳監修
/supervisor, Jun
Ohta

シーエムシー出
版

549.84||Cm 210003592

152
イメージセンサのすべて : CCD/CMOS撮像
素子の開発秘話から最先端技術まで

越智成之著 工業調査会 549.84||Oc 210003661

153
よくわかる最新さびの基本と仕組み : 腐食、
防食技術・対策の基礎を学ぶ : 腐食・防食
の常識 (How-nual図解入門)

長野博夫, 松村
昌信著

秀和システム 563.7||Na 210003887

154 アルミの科学 (B&Tブックス)
アルミと生活研
究会編著

日刊工業新聞社 565.52||Ar 210003866

155
ひとり総合商社が行く! : レアメタル争奪戦の
裏側

西野元樹著 亜紀書房 565||Ni 210003923

156
トコトンやさしい溶接の本 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

安田克彦著 日刊工業新聞社 566.6||Ya 210003924

157
トコトンやさしい表面処理の本 (B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

仁平宣弘著 日刊工業新聞社 566.7||Ni 210003925

158
これが石油産業の全貌だ! : 石油化学産業
も網羅!その最新動向がわかる

日本エネルギー
経済研究所編著

かんき出版 568.09||Ko 210003900

159
石油のおはなし : その将来と技術 改訂版
(おはなし科学・技術シリーズ)

小西誠一著 日本規格協会 568||Ko 210003862
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160 化学業界大研究 改訂版 南正明著 産学社 570.21||Mi 210003901

161
きちんとわかる環境共生化学 : グリーン・サ
ステイナブル ケミストリー (産総研ブック
ス:07)

産業技術総合研
究所著

白日社 570||Ki 210003916

162 反応工学
草壁克己, 増田
隆夫共著

三共出版 571||Ku 210003863

163
電池が一番わかる : 2009年は電気自動車
元年 : 電池の知識全解説! (しくみ図解:007)

京極一樹著 技術評論社 572.1||Ky 210003917

164
炎の産業「都市ガス」 : 進化するクリーンエ
ネルギーのすべて

山口正康著
エネルギー
フォーラム

575.34||Ya 210003899

165
やさしくわかる「かおり」のしくみ : 癒し、美味
しさ、健康にかかわる『かおり学』の決定版 :
永久保存版

野田信三著 食品研究社 576.6||No 210003915

166
トコトンやさしい化粧品の本 (B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

福井寛著 日刊工業新聞社 576.7||Fu 210003867

167 香水の歴史 : フォトグラフィー
ロジャ・ダブ著/
富岡由美, 沢田
博訳協力

原書房 576.72||Do 210003913

168 ゴム年鑑 2010年版  ゴム報知新聞社 578.2||Go||'10 210004154

169
よくわかるプラスチック (入門ビジュアルテク
ノロジー)

日本プラスチック
工業連盟監修

日本実業出版社 578.4||Yo 210003864

170 皮革 (かわ) の歴史と民俗 のびしょうじ著 解放出版社 584.021||No 210003920

171 紙の知識100 王子製紙編著 東京書籍 585||Ka 210003869

172
最新食品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 第2版 (How-nual図解入門. 業界研究)

福井晋著 秀和システム 588.09||Fu 210003888

173 地域食材大百科 第1巻 農文協編
農山漁村文化協
会

596.08||Ch||1 210003877

174 地域食材大百科 第2巻 農文協編
農山漁村文化協
会

596.08||Ch||2 210003878

175 カタカナで引く西洋料理単語帳 柴田書店編集 柴田書店 596.23||Ka 210003911
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176 調理学 新版 高橋敦子編著 光生館 596||Ch 210003907

177 調理学実習 : 基礎から応用 第5版
高橋敦子, 安原
安代, 松田康子
編

女子栄養大学出
版部

596||Ch 210003912

178 日経業界地図 ポケット版 2010
日本経済新聞社
編

日本経済新聞出
版社

602.1||Ni 210003905

179
グリーン・イノベーション : 価値観を変える明
日の生命と地球のための技術

小泉健編著 農林統計協会 610.1||Gu 210003872

180 食と農を学ぶ人のために
祖田修, 杉村和
彦編

世界思想社 610.4||Sh 210003873

181
政権交代と農業政策 : 民主党農政 (筑波書
房ブックレット. 暮らしのなかの食と農:48)

田代洋一著 筑波書房 611.1||Ta 210003860

182
農業ビッグバンの経済学 : 真の食料安全保
障のために

山下一仁著
日本経済新聞出
版社

611.1||Ya 210003876

183
撤退の農村計画 : 過疎地域からはじまる戦
略的再編

林直樹, 斎藤晋
編著/永松敦 [ほ
か] 著

学芸出版社 611.151||Te 210003730

184 食料の世界地図 第2版

Erik Millstone,
Tim Lang [著]/
中山里美, 高田
直也訳

丸善 611.3||Sh 210003922

185 ニッポンの農業 : ここが常識、非常識 林雄介著 ぎょうせい 612.1||Ha 210003874

186 地域再生と農業 : 飛騨・美濃の国から 今井健編著 筑波書房 612.153||Ch 210003875

187 地球最後の日のための種子
スーザン・ド
ウォーキン著/中
里京子訳

文芸春秋 615.2||Dw 210003733

188 知識ゼロからの野菜入門 植木もも子著 幻冬舎 626||Ue 210003883

189 ハチはなぜ大量死したのか
ローワン・ジェイ
コブセン著/中里
京子訳

文藝春秋 646.9||Ja 210003881

190
ミツバチの不足と日本農業のこれから (家族
で読めるfamily book series:019. たちまちわ
かる最新時事解説)

吉田忠晴著 飛鳥新社 646.9||Yo 210003859

191 奇跡の杉 : 「金のなる木」を作った男 船瀬俊介著 三五館 657.4||Fu 210003880
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192 鯨とイルカの文化政治学 三浦淳著 洋泉社 664.9||Mi 210003879

193 都市と商業 : 中心市街地再生の新たな手法
三谷真 [ほか]
編著/高橋愛典
[ほか] 著

税務経理協会 673.7||To 210003897

194
ユニクロ進化論 : 誰も書かない「創造的破
壊」の舞台裏

松下久美著 ビジネス社 673.78||Ma 210003919

195
広報・PR効果は本当に測れないのか? : PR
先進国の評価モデルに学ぶ広報の効果測
定

トム・ワトソン,
ポール・ノーブル
著/林正, 石塚嘉
一, 佐桑徹訳

ダイヤモンド社 674.33||Wa 210003928

196
交通とビジネス 新版 (交通論おもしろゼミ
ナール:1)

澤喜司郎, 上羽
博人共著

成山堂書店 680||Sa 210003894

197 事故はなぜ起こる!? (ナレッジエンタ読本:30) 石橋宏典著
メディアファクト
リー

681.3||Is 210003893

198
よくわかる物流業界 最新3版 (最新「業界の
常識」)

齋藤実著 日本実業出版社 681.6||Sa 210003896

199
新幹線の運転 : 運転士が見た鉄道の舞台
裏

にわあつし著 ベストセラーズ 686.21||Ni 210003871

200 東京駅はこうして誕生した (ウェッジ選書:24) 林章著 ウェッジ 686.53||Ha 210003988

201 堕ちた翼 : ドキュメントJAL倒産 大鹿靖明著 朝日新聞出版 687.067||Os 210003891

202 観光立国を支える航空輸送事業
三田譲 [ほか]
著

同友館 687||Ka 210003892

203 観光地理学 : 観光地域の形成と課題 山村順次編著 同文舘出版 689||Ka 210003861

204 観光ビジネス論 (Minerva text library:59) 谷口知司編著 ミネルヴァ書房 689||Ka 210003910

205
基礎から学ぶiPhoneアプリ開発 : iPhoneや
iPadで動くアプリ開発の手引書

林晃著
シーアンドアー
ル研究所

694.6||Ha 210003736

206
3D映像制作 : スクリプトからスクリーンまで立
体デジタルシネマの作り方

Bernard
Mendiburu著/Bス
プラウト翻訳

ボーンデジタル 778.4||Me 210003589
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