
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 内部被曝 (岩波ブックレット:No. 832)
矢ヶ崎克馬, 守田
敏也著

岩波書店 493.195||Ya 212000598

2
Emacs実践入門 : 思考を直感的にコード化
し、開発を加速する (Web+DB pressプラスシ
リーズ)

大竹智也著 技術評論社 007.63||Ot 212000599

3
スクリプト言語の作り方 : 2週間でできる!
(Software design plusシリーズ)

千葉滋著 技術評論社 007.64||Ch 212000600

4 マスタリングTCP/IP 第5版 入門編
竹下隆史 [ほか]
共著

オーム社 547.48||Ma 212000601

5
Webエンジニアのためのデータベース技術
「実践」入門 (Software design plusシリーズ)

松信嘉範著 技術評論社 007.609||Ma 212000602

6 通信ネットワークのための数理計画法 大木英司著 コロナ社 547.2||Ok 212000603

7
OpenCV2プログラミングブック :
OpenCV2.2/2.3対応 (Open computer vision
library:2)

OpenCV2プログ
ラミングブック制
作チーム著

マイナビ 007.642||Op 212000604

8 宇宙の謎 : 65の発見物語
ポール・マーディ
ン [著]/冨永星訳

岩波書店 440||Mu 212000605

9 ホーダー : 捨てられない・片づけられない病

ランディ・O・フロ
スト, ゲイル・ス
ティケティー著/春
日井晶子訳

日経ナショナル
ジオグラフィック
社/日経BPマー
ケティング (発売)

493.74||Fr 212000606

10
免疫の反逆 : 自己免疫疾患はなぜ急増して
いるか

ドナ・ジャクソン・
ナカザワ著/石山
鈴子訳

ダイヤモンド社 493.1||Na 212000607

11 原発・放射能キーワード事典 野口邦和編 旬報社 543.5||Ge 212000610

12 夢をつなぐ : 山崎直子の四〇八八日 山崎直子著
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

538.9||Ya 212000611

13
食の終焉 : グローバル経済がもたらしたもう
ひとつの危機

ポール・ロバーツ
著/神保哲生訳・
解説

ダイヤモンド社 611.3||Ro 212000612

14 メルトダウン : ドキュメント福島第一原発事故 大鹿靖明著 講談社 543.5||Os 212000613

15 アルゴリズム設計マニュアル 上
S.S. スキーナ著/
平田富夫訳

丸善出版 007.64||Sk||1 212000614
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16 アルゴリズム設計マニュアル 下
S.S. スキーナ著/
平田富夫訳

丸善出版 007.64||Sk||2 212000615

17 魚は痛みを感じるか?
ヴィクトリア・ブレ
イスウェイト著/高
橋洋訳

紀伊國屋書店 487.51||Br 212000616

18 五重塔入門 (とんぼの本)
藤森照信, 前橋
重二著

新潮社 521.818||Fu 212000617

19 図解原発のウソ
小出裕章著/「原
発のウソ」取材班
編

扶桑社 543.5||Ko 212000680

20

Arduinoで計る,測る,量る : 計測したデータを
LCDに表示,SDカードに記録,無線/インター
ネットに送る方法を解説 (マイコン活用シリー
ズ)

神崎康宏著 CQ出版 548.2||Ka 212000681

21 騙されたあなたにも責任がある : 脱原発の真 小出裕章著 幻冬舎 543.5||Ko 212000682
22 不思議で美しい石の図鑑 山田英春著 創元社 458||Ya 212000683

23
Vimテクニックバイブル : 作業効率をカイゼン
する150の技

Vimサポーターズ
著

技術評論社 007.63||Vi 212000684

24 動物と分かちあう人生
エリザベス・オリ
バー著/三村美智
子訳

河出書房新社 645.9||Ol 212000685

25 数学者的思考トレーニング 解析編 上野健爾著 岩波書店 413||Ue 212000724

26
グラフィック講義熱・統計力学の基礎 (ライブ
ラリ物理学グラフィック講義:4)

和田純夫著 サイエンス社 426.5||Wa 212000725

27
ホットスポット : ネットワークでつくる放射能汚
染地図

NHK ETV特集取
材班著

講談社 543.5||Ho 212000726

28
KINECT for Windows SDK プログラミング C#
編

中村薫, 田中和
希, 宮城英人著

秀和システム 007.64||Na 212000727

29 物理化学要論 第5版
Peter Atkins,
Julio de Paula
[著]/千原秀昭,

東京化学同人 431||At 212000728

30 illustrated基礎生命科学 第2版
竹島浩編集/竹
島浩, 柿澤昌共

京都廣川書店 460||Ta 212000729

31 建築法規用教材 改訂第22版
日本建築学会編
集著作

日本建築学会/
丸善 (発売)

520.91||Ke 212000746

32 海はめぐる : 人と生命を支える海の科学
日本海洋学会編
/岸道郎 [ほか]
執筆

地人書館 452||Um 212000747

33
SolidWorksによる3次元CAD : modeling
drawing robocon 第2版

門脇重道 [ほか]
執筆

実教出版 501.8||So 212000748

34
eco検定環境社会検定試験公式テキスト : 持
続可能な社会をわたしたちの手で 改訂3版

東京商工会議所
編著

日本能率協会マ
ネジメントセン

519.07||Ec 212000749

35 機構学 岩本太郎著 森北出版 531.3||Iw 212000750

36 基本建築関係法令集 平成24年版 法令編

日本建築士会連
合会, 日本建築
技術者指導セン
ター編

霞ケ関出版社 520.91||Ki||24 212000751

37
理数系のための技術英語練習帳 : さらなる
上達を目指して

金谷健一著 共立出版 507.7||Ka 212000752

38
福島原発事故・記者会見 : 検証 : 東電・政府
は何を隠したのか

日隅一雄, 木野
龍逸著

岩波書店 543.5||Hi 212000758

39
動物たちのスゴ技ベスト50 (NHK. ダーウィン
が来た! : 生きもの新伝説)

NHK「ダーウィン
が来た!」番組ス
タッフ編

NHK出版 480||Do 212000759

40
人工衛星の"なぜ"を科学する : だれもが抱く
素朴な疑問にズバリ答える!

NEC「人工衛星」
プロジェクトチー

アーク出版 538.9||Ji 212000760

41 やさしいJava オブジェクト指向編 高橋麻奈著
ソフトバンクパブ
リッシング

007.64||Ta 212000761
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42 イラストで学ぶ情報理論の考え方
植松友彦著/講
談社サイエンティ
フィク編

講談社 007.1||Ue 212000762

43 不等式 (数学のかんどころ:9) 大関清太著 共立出版 410.8||Su||9 212000763
44 常微分方程式 (数学のかんどころ:10) 内藤敏機著 共立出版 410.8||Su||10 212000764
45 地球環境辞典 第3版 丹下博文編 中央経済社 519.033||Ch 212000765
46 生命は自由になれるのか (動的平衡:2) 福岡伸一著 木楽舎 460.4||Fu 212000766

47
知るだけで防げる「うつ」の本 : 原因は「心の
異常反応」にある!

小池義孝著

ハローケイエン
ターテインメント
/KKベストセラー
ズ(発売)

493.764||Ko 212000767

48 星の文化史事典 出雲晶子編著 白水社 443.033||Ho 212000768

49 日本のものづくり競争力基盤の変遷 港徹雄著
日本経済新聞出
版社

509.21||Mi 212000769

50
「環境主義」は本当に正しいか? : チェコ大統
領が温暖化論争に警告する

ヴァーツラフ・クラ
ウス著/住友進訳

日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

519.1||Kl 212000770

51 理系の子 : 高校生科学オリンピックの青春
ジュディ・ダットン
著/横山啓明訳

文藝春秋 407||Du 212000819

52 意識は傍観者である : 脳の知られざる営み
デイヴィッド・イー
グルマン著/大田
直子訳

早川書房 491.371||Ea 212000820

53 都市空間のデザイン : 歴史のなかの建築と 大谷幸夫著 岩波書店 518.8||Ot 212000821

54
子どものための小さな援助論 (こころの科学
叢書)

鈴木啓嗣著 日本評論社 493.937||Su 212000822

55 図解東京スカイツリーのしくみ NHK出版編 NHK出版 526.54||Zu 212000834

56 Optical fiber telecommunications 5A
edited by Stewart
E. Miller, Alan G.
Chynoweth

Academic Press 547.68||Op 212000835

57
電磁気学 第2版 (物理学スーパーラーニング
シリーズ)

佐川弘幸, 本間
道雄著/シュプリ
ンガー・ジャパン
株式会社編

丸善出版 427||Sa 212000877

58
インターネットの法律とトラブル解決法 : これ
だけは必ず知っておきたい 改訂版

神田将監修 自由国民社 007.3||Ka 212000878

59 飼い喰い : 三匹の豚とわたし 内澤旬子著 岩波書店 645.5||Uc 212000879

60 電気法規と電気施設管理 平成24年度版 竹野正二著
東京電機大学出
版局

540.91||De||24 212000880

61 数学検定1級実践演習 : ためせ実力!めざせ1 中村力著 森北出版 410.7||Na 212000881

62
画像情報処理 (情報工学テキストシリーズ:第
3巻)

渡部広一著/三
木光範編

共立出版 007.642||Wa 212000898

63
スバラシク実力がつくと評判の力学キャンパ
ス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位
なんて楽に取れる! 改訂1

馬場敬之著, 高
杉豊著

マセマ出版社 423||Ba 212000899

64 いかにして問題をとくか・実践活用編 芳沢光雄著 丸善出版 410.7||Yo 212000900

65
理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中
身 : バイオ系の歩き方

野地澄晴著 羊土社 460.7||No 212000901

66 線型代数学 足助太郎著 東京大学出版会 411.3||As 212000902
67 主体性は教えられるか (筑摩選書:0037) 岩田健太郎著 筑摩書房 490.7||Iw 212000903
68 今度こそわかる場の理論 西野友年著 講談社 421.3||Ni 212000904
69 特殊相対論 (新物理学シリーズ:41) 高原文郎著 培風館 420.8||Sh||41 212000905

70 ガロア理論 (数学ガール) 結城浩著
ソフトバンククリ
エイティブ

410.4||Yu 212000906


