
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
チューリングを読む : コンピュータサイエンス
の金字塔を楽しもう

チャールズ・ペゾ
ルド著/井田哲雄
[ほか] 訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.1||Pe 212001781

2
日本企業復活へのHTML5戦略 : アップル、
グーグル、アマゾン--米IT列強支配を突き
崩す

小林雅一著 光文社 007.3||Ko 212001625

3
リーディング3.0 : 少ない労力で大きな成果を
あげるクラウド時代の読書術

本田直之著 東洋経済新報社 007.5||Ho 212001666

4 はじめてのEvernote (I/O books) 本間一著 工学社 007.5||Ho 212001924

5
Mac, iPhone, iPadユーザーのための
Evernoteパーフェクト活用ガイド

リブロワークス著 ラトルズ 007.5||Ma 212001869

6
キタミ式イラストIT塾ITパスポート試験 平成
24年度 (情報処理技術者試験)

きたみりゅうじ著 技術評論社 007.6||Ki||24 212001285

7
キタミ式イラストIT塾基本情報技術者 平成
24年度 (情報処理技術者試験)

きたみりゅうじ著 技術評論社 007.6||Ki||24 212001286

8
デッドライン : ソフト開発を成功に導く101の
法則

トム・デマルコ著/
伊豆原弓訳

日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

007.63||De 212001980

9
アジャイルソフトウェアエンジニアリング : 基
本概念から継続的フィードバックまで

Sam
Guckenheimer,
Neno Loje著/トッ
プスタジオ訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.63||Gu 212001682

10
組み込みAndroidエキスパートテクニックブッ
ク : 組み込み処理でAndroidをフル活用する
ための手引書

出村成和著
シーアンドアー
ル研究所

007.634||De 212001377

11
リーダブルコード : より良いコードを書くため
のシンプルで実践的なテクニック (Theory in
practice)

Dustin Boswell,
Trevor Foucher
著/角征典訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Bo 212002115

12 現場で使えるJavaライブラリ
竹添直樹 [ほか]
著

翔泳社 007.64||Ge 212001695

13 Objective-C逆引きハンドブック 改訂2版 林晃著
シーアンドアー
ル研究所

007.64||Ha 212001841

14
アルゴリズムとデータ構造 (未来へつなぐデ
ジタルシリーズ:10. Connection to the future
with digital series)

原隆浩, 水田智
史, 大川剛直著

共立出版 007.64||Ha 212001915

15
はじめてのVisual Studio 2010 (Technical
master:62)

techbank.jp著 秀和システム 007.64||Ha 212001940

16

プログラムを作ろう! Microsoft Visual C#
2010入門 : Expressエディションで学ぶはじ
めてのプログラミング (MSDNプログラミング
シリーズ)

池谷京子著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.64||Ik 212001979

17 アルゴリズムを、はじめよう 伊藤静香著

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)

007.64||It 212001558

学生用理工系図書配架リスト(8月)
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18 はじめてのXcode 4プログラミング
まえだひさこ, 佐
藤伸吾共著

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)

007.64||Ma 212001830

19
これならわかる!iPhone/iPadアプリ開発入門
講座

水口克也著 秀和システム 007.64||Mi 212001944

20 詳解Objective‐C 2.0 第3版 荻原剛志著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.64||Og 212001853

21
Objective‐C超入門 : ゼロからしっかり学べ
るiPhoneプログラミング

大川内隆朗著 ラトルズ 007.64||Ok 212001870

22
Xcode 4ではじめるObjective‐Cプログラミン
グ

大津真著 ラトルズ 007.64||Ot 212001868

23 ロベールのC++入門講座 ロベール著
毎日コミュニ
ケーションズ

007.64||Ro 212001988

24
Coders at Work : プログラミングの技をめぐ
る探求

Peter Seibel著/
青木靖訳

オーム社 007.64||Se 212001368

25 10日でおぼえるObjective‐C入門教室 掌田津耶乃著 翔泳社 007.64||Sh 212001326

26
Eclipse3.7ではじめるJavaプログラミング入
門 : Eclipse3.7 Indigo対応 (Java
Programming Guide)

掌田津耶乃著 秀和システム 007.64||Sh 212001943

27
「プログラミング」のキホン : プログラムの動
作の基本と高速データ処理のしくみ (イチバ
ンやさしい理工系:SBE-015)

杉浦賢著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.64||Su 212001854

28
Unity入門 : 高機能ゲームエンジンによるマ
ルチプラットフォーム開発

高橋啓治郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.64||Ta 212001274

29 つくって覚えるVisual Basic入門 オフィス加減著

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)

007.64||Ts 212001555

30 独習Visual Basic 2010 矢嶋聡著 翔泳社 007.64||Ya 212001693

31
はじめてのIllustrator CS6 :
Windows7/XP/Mac OS×対応 (Basic
master:372)

羽石相著 秀和システム 007.642||Ha 212001938

32
非線形画像・信号処理 : モルフォロジの基
礎と応用

浅野晃 [ほか] 著 丸善 007.642||Hi 212002165

33
Photoshop CS6スーパーリファレンス : for
Windows

井村克也, ソー
テック社著

ソーテック社 007.642||Im 212001272

34
Illustratorプロフェッショナルの教科書 : デザ
イン作成とパス・文字を正しく扱う技術

高野徹, 高橋とし
ゆき共著

エムディエヌコー
ポレーション/イ
ンプレスコミュニ
ケーションズ (発
売)

007.642||Ko 212001260

35
有機化学が好きになる : "カメの甲"なんてこ
わくない! : 新装版 (ブルーバックス:B-1729)

米山正信, 安藤
宏著

講談社 080||Bu||1729 212001929
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36
数学に感動する頭をつくる (ディスカヴァー携
書:068)

栗田哲也著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||068 212001600

37
はじめてのトポロジー : つながり方の幾何学
(PHPサイエンス・ワールド新書:011)

瀬山士郎著 PHP研究所 080||Ph||011 212001826

38
周期表に強くなる! : 配置や属性から見えてく
る元素の構造と特性 (サイエンス・アイ新
書:SIS-234)

齋藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||234 212001851

39 関孝和 : 江戸の世界的数学者の足跡と偉業 下平和夫著 研成社 289.1||Se 212001919

40
常識の天才ジェイン・ジェイコブズ : 『死と生』
まちづくり物語

G.ラング, M.ウン
シュ著/玉川英則,
玉川良重訳

鹿島出版会 289.3||Ja 212002170

41 風景の思想

西村幸夫, 伊藤
毅, 中井祐編・編
著/五味文彦 [ほ
か] 著

学芸出版社 291||Fu 212001888

42
ローマ法王に米を食べさせた男 : 過疎の村を
救ったスーパー公務員は何をしたか?

高野誠鮮著 講談社 318.6||Ta 212001292

43 ゲーム理論 新版 岡田章著 有斐閣 331.19||Ok 212001989

44
国境をこえた地域づくり : グローカルな絆が
生まれた瞬間 (とき)

西川芳昭, 木全
洋一郎, 辰己佳
寿子編

新評論 333.8||Ko 212001957

45
最新ISO27001の基本と実践がよ〜くわかる
本 : 情報セキュリティマネジメントの国際規格
(How-nual図解入門:ビジネス)

打川和男著 秀和システム 336.17||Sa 212001847

46
介護疲れを軽くする方法 : 家族を介護するす
べての人へ

介護者サポート
ネットワークセン
ター・アラジン編
著

河出書房新社 369.261||Ka 212001882

47 地域のレジリアンス : 大災害の記憶に学ぶ 香坂玲編 清水弘文堂書房 369.31||Ch 212002375

48
東日本大震災の「現場」から立ち上がる (震
災復興と地域産業:1)

関満博編 新評論 369.31||Sh||1 212001956

49 都市防災学 : 地震対策の理論と実践 改訂版
梶秀樹, 塚越功
編著

学芸出版社 369.31||To 212001885

50 数学教育の基礎 初版 黒田恭史編著 ミネルヴァ書房 375.412||Su 212001861

51
数学教材としてのグラフ理論 (早稲田教育叢
書:31)

鈴木晋一編著 学文社 375.414||Su 212001890

52 微分と積分 (放送大学教材:1131702-1-1011)
熊原啓作, 押川
元重著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||113170
2

212001612

53
未踏の南極ドームを探る : 内陸雪原の13カ
月 (極地研ライブラリー)

上田豊著 成山堂書店 402.979||Ag 212001632

54 Science : the definitive visual guide
editor-in-chief,
Adam Hart-Davis

DK publishing 403||Sc 212002452
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55
近世日本数学史 : 関孝和の実像を求めて (コ
レクション数学史:5)

佐藤賢一著 東京大学出版会 410.2||Ko||5 212001657

56
数学という学問 : 概念を探る 1 (ちくま学芸文
庫:[シ28-1]-[シ28-2])

志賀浩二著 筑摩書房 410.2||Sh||1 212001855

57
数学という学問 : 概念を探る 2 (ちくま学芸文
庫:[シ28-1]-[シ28-2])

志賀浩二著 筑摩書房 410.2||Sh||2 212001598

58 数学をきずいた人々 : 新装版 村田全著 さ・え・ら書房 410.28||Mu 212001839

59 なぜ数学は人を幸せな気持ちにさせるのか
クリスティアン・
ヘッセ [著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

410.4||He 212001599

60

なぜ!こんなに数学はおもしろいのか : 数学カ
フェへようこそ : 数、和算、素数、整数、無限、
確率……現代数学が身近になる6つの特別
ゼミ (知りたいサイエンス:113)

織田孝幸編著 技術評論社 410.4||Na 212002388

61
数学がわかるということ : 食うものと食われる
ものの数学 (ちくま学芸文庫:[ヤ21-1])

山口昌哉著 筑摩書房 410.4||Ya 212001968

62 とっておきの数学パズル 続

ピーター・ウィンク
ラー著/坂井公,
岩沢宏和, 小副
川健訳

日本評論社 410.79||Wi 212002385

63
量子力学のスペクトル理論 (共立講座21世紀
の数学:26)

中村周著 共立出版 410.8||Ky||26 212002379

64
数値解析の基礎・基本 (理工系数学の基礎・
基本:7)

吉田年雄著
牧野書店/星雲
社 (発売)

410.8||Ri||7 212001987

65 論理・集合と位相空間入門 栗山憲著 共立出版 410.9||Ku 212001908

66 ゲーデルに挑む : 証明不可能なことの証明 田中一之著 東京大学出版会 410.9||Ta 212001785

67 数学のロジックと集合論
田中一之, 鈴木
登志雄共著

培風館 410.9||Ta 212001985

68 線形代数と数え上げ 高崎金久著 日本評論社 410.9||Ta 212002384

69
パラドクスの教室 : 日本一わかりやすい図説
講義

富永裕久著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

410.9||To 212001551

70 数学トレーニング : 新装版 伊藤宏著 彰国社 410||It 212001948

71
偏微分・重積分・線形代数 (大学生のための
基礎シリーズ:6. 数学入門:2)

上村豊, 坪井堅
二著

東京化学同人 410||Ka 212001649

72 はじめての線形代数 (基礎からわかる数学:2) 小林道正著 朝倉書店 410||Ki||2 212001971

73 リメディアル大学の基礎数学 小寺平治著 裳華房 410||Ko 212001952
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74 ステップ・バイ・ステップ理工系数学の土台 栗本猛著 プレアデス出版 410||Ku 212002163

75 はじめての離散数学 小倉久和著 近代科学社 410||Og 212001917

76 幾何の魔術 : 魔方陣から現代数学へ 第3版
佐藤肇, 一樂重
雄著

日本評論社 410||Sa 212001687

77
はじめての現代数学 (ハヤカワ文庫:NF346.
「数理を愉しむ」シリーズ)

瀬山士郎著 早川書房 410||Se 212001966

78
数学の好きな人のために :  続・数学をいかに
使うか (ちくま学芸文庫:[シ20-3])

志村五郎著 筑摩書房 410||Sh 212001640

79 現代数学の考え方 (ちくま学芸文庫:[ス12-1])
イアン・スチュ
アート著/芹沢正
三訳

筑摩書房 410||St 212001967

80
数理科学へのアプローチ : 多様な数量関係
の理解のために

占部逸正著 大学教育出版 410||Ur 212001636

81
薬学の基礎としての数学・統計学 (プライマ
リー薬学シリーズ:5)

日本薬学会編 東京化学同人 410||Ya 212001652

82
初歩からの入門数学 (工科のための数
理:MKM-0)

吉村善一, 足立
俊明共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

410||Yo 212001961

83
スバラシク実力がつくと評判の線形代数キャ
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! 改訂1

馬場敬之著 マセマ出版社 411.3||Ba 212002376

84 連立1次方程式から学ぶ線形代数 佐藤信哉著 日本評論社 411.3||Sa 212001323

85 大学生のための線形代数入門
谷川明夫, 平嶋
洋一著

共立出版 411.3||Ta 212001911

86 線型代数学入門 丹後弘司著 共立出版 411.3||Ta 212001912

87 演習線形代数 新版 (演習数学ライブラリ:1) 寺田文行著 サイエンス社 411.3||Te 212002382

88 群論なんかこわくない 小松建三著 数学書房 411.6||Ko 212001960

89 13歳の娘に語るガロアの数学 金重明著 岩波書店 411.73||Ki 212002247

90 13歳の娘に語るガロアの数学 金重明著 岩波書店 411.73||Ki 212002248

91 素数夜曲 : 女王陛下のLISP 吉田武著 東海大学出版会 412||Yo 212001784

92
単位が取れる微積演習帳 (単位が取れるシ
リーズ)

西岡康夫著 講談社 413.3||Ni 212001926

93
意味がわかる微分・積分 : まずはこの一冊か
ら (Beret science)

岡部恒治, 本丸
諒著

ベレ出版 413.3||Ok 212001610
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94 大学1年生のための微積分学講義 一昨日冗著
東京図書出版/
リフレ出版 (発
売)

413.3||Ot 212001975

95
単位が取れる微積エッセンス (単位が取れる
シリーズ)

齋藤寛靖著 講談社 413.3||Sa 212001930

96 複素関数を学ぶ人のために 芦田正巳著 オーム社 413.52||As 212001573

97 弱点克服大学生の複素関数/微分方程式 江川博康著 東京図書 413.52||Eg 212001311

98
使える数学!!応用解析 : ラプラス変換/フーリ
エ解析/ベクトル解析

宇治野秀晃著 森北出版 413.56||Uj 212001959

99 弱点克服大学生のフーリエ解析 矢崎成俊著 東京図書 413.59||Ya 212001314

100 基礎からの微分方程式 : 実例でよくわかる 稲岡毅著 森北出版 413.6||In 212001958

101 微積分/基礎の極意 (大学への数学)
栗田哲也, 福田
邦彦, 坪田三千
雄著

東京出版 413||Ku 212001655

102 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 212002249

103 ベクトル解析 (ちくま学芸文庫:[モ-6-5]) 森毅著 筑摩書房 414.7||Mo 212002171

104
微分トポロジー (シュプリンガー数学クラシッ
クス:第25巻)

M.W.ハーシュ著/
松本堯生訳

丸善出版 415.7||Hi 212001893

105
一般化線形モデル (Rで学ぶデータサイエン
ス:10)

粕谷英一著 共立出版 417.08||Rd||10 212002377

106 確率論ハンドブック
伊藤清企画・監
修/渡辺信三, 重
川一郎編

丸善出版 417.1||Ka 212002380

107
デタラメにひそむ確率法則 : 地震発生確率
87%の意味するもの (岩波科学ライブラ
リー:195)

小林道正著 岩波書店 417.1||Ko 212002383

108 入門確率解析とルベーグ積分 森真著 東京図書 417.1||Mo 212001782

109 図解で学ぶゲーム理論入門 天谷研一著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

417.2||Am 212001685

110 因子分析入門 : Rで学ぶ最新データ解析 豊田秀樹編著 東京図書 417||In 212001786

111

このとおりやればすぐできる明日からつかえ
るシンプル統計学 : 身近な事例でするする身
につく最低限の知識とコツ (現場の統計学 :
基礎からやさしくわかる)

柏木吉基著 技術評論社 417||Ka 212001900

112 初歩から学べる確率・統計
統計学教育研究
会編

共立出版 417||Sh 212001913

113 ここからはじめる統計学の教科書 高橋麻奈著 朝倉書店 417||Ta 212001643
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114 史上最強図解これならわかる!ベイズ統計学
涌井良幸, 涌井
貞美著

ナツメ社 417||Wa 212001603

115
数値計算法入門 : scilabを使って微分積分ま
で

松田忠重著 三恵社 418.1||Ma 212002231

116
和算 : 日本人の数学 (講談社学術文
庫:[2066])

下平和夫 [著] 講談社 419.1||Sh 212001925

117 統計物理学 : 新装版 (現代物理学の基礎:5)
戸田盛和 [ほか]
著

岩波書店 420.8||Ge||5 212001257

118 物質科学の基礎 (KEK物理学シリーズ:5)
那須奎一郎, 澤
博, 門野良典著

共立出版 420.8||Ke||5 212001374

119 物理ポケットブック 普及版
A.C.Fischer-
Cripps著/笠耐,
笠潤平訳

朝倉書店 420||Fi 212002345

120
力学 2 (現象と数学的体系から見える物理
学:1-2)

平尾淳一 [ほか]
共著

森北出版 420||Ge||2 212001865

121 電気・電子系に役立つ基礎物理 岸野正剛著 丸善出版 420||Ki 212002214

122
物理学、まだこんなに謎がある (Beret
science)

小谷太郎著 ベレ出版 420||Ko 212001276

123 ケンブリッジ物理公式ハンドブック ポケット版
グラハム・ウォー
ン著/堤正義訳

共立出版 420||Wo 212001906

124
原論文で学ぶアインシュタインの相対性理論
(ちくま学芸文庫:[カ31-1])

唐木田健一著 筑摩書房 421.2||Ka 212002172

125 数学は相対論を語る

リリアン・R・リー
バー著/ヒュー・グ
レイ・リーバー絵/
水谷淳訳

ソフトバンククリ
エイティブ

421.2||Li 212001595

126 シュッツ相対論入門 第2版 : ハードカバー版
シュッツ [著]/江
里口良治, 二間
瀬敏史共訳

丸善 421.2||Sc 212001379

127 マルコフ過程論による新しい量子理論 長沢正雄著
創英社/三省堂
(発売)

421.3||Na 212001965

128
グラフィック講義量子力学の基礎 (ライブラリ
物理学グラフィック講義:5)

和田純夫著 サイエンス社 421.3||Wa 212001591

129 量子力学を学ぶための数学入門 遠藤龍介著 プレアデス出版 421.5||En 212002162

130 光・波動のための有限要素法の基礎 POD版 小柴正則著 森北出版 421.5||Ko 212001754

131 演習グラフィカル物理数学
松本亮介, 山口
智実著

電気書院 421.5||Ma 212001973

132 速修物理数学の応用技法 大谷俊介著 プレアデス出版 421.5||Ot 212002219

133 数理物理私の研究 (量子数理シリーズ:2)
荒木不二洋, 江
口徹, 大矢雅則
編

丸善出版 421.5||Su 212002378



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

134
よくわかる「物理数学」演習 : 物理学・工学に
必須の数学スキル (How-nual図解入門:ドリ
ル. 物理・工学のための数学シリーズ)

潮秀樹著 秀和システム 421.5||Us 212001939

135 数値流体力学

H.K. Versteeg, W.
Malalasekera原著
/松下洋介 [ほ
か] 共訳

森北出版 423.8||Ve 212001278

136 弱点克服大学生の力学 石原邦彦著 東京図書 423||Is 212001312

137 わかりやすい理工系の力学
川村康文 [ほか]
著

講談社 423||Wa 212001375

138 振動・波動 (理工系のための解く!) 三沢和彦著 講談社 424||Mi 212001587

139 波動 : 音波・光波 小野昱郎著 森北出版 424||On 212001381

140
工学基礎熱力学・統計力学 (新・工科系の物
理学:TKP-4)

堂寺知成著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

426.5||Do 212001393

141
熱力学 : 事例でわかる考え方と使い方 (専門
基礎ライブラリー)

君島真仁 [ほか]
著

実教出版 426.5||Ne 212001594

142 はじめて学ぶ化学工学のための熱力学 相良紘著 日刊工業新聞社 426.5||Sa 212001606

143 統計熱力学の基礎
鈴木彰, 藤田重
次著

共立出版 426.5||Su 212001585

144 X線物理学の基礎

J.アルスニールセ
ン, D.マクマロウ
原著/篠原佑也,
白澤徹郎, 矢代

講談社 427.55||Al 212001290

145 プラズマ工学 小越澄雄著 電気書院 427.6||Ko 212001859

146 電磁気学 1 (パリティ物理教科書シリーズ) 中山恒義著 丸善出版 427||Na||1 212001613

147 例題と演習で学ぶ電磁気学 柴田尚志著 森北出版 427||Sh 212001864

148 中性子散乱 (朝倉物性物理シリーズ:9) 遠藤康夫著 朝倉書店 428.08||As||9 212001970

149 電気電子物性 (基本を学ぶ) 岩本光正著 オーム社 428.4||Iw 212001564

150
磁性の電子論 (マグネティクス・ライブラ
リー:2. Magnetics library)

佐久間昭正著/
日本磁気学会編

共立出版 428.9||Ji 212001373

151 磁性学入門
白鳥紀一, 近桂
一郎共著

裳華房 428.9||Sh 212001300

152 放射線物理学 改訂新版 (放射線双書)
柴田徳思, 中谷
儀一郎著

通商産業研究社 429.5||Sh 212002173



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

153 素粒子物理学 井上研三著 共立出版 429.6||In 212001270

154
ニュートリノと宇宙創生の謎 : ニュートリノは
本当に光より速いのか? (じっぴコンパクト新
書:103)

佐藤勝彦監修/
編集工房スー
パーノヴァ編著

実業之日本社 429.6||Ny 212001630

155 面白くて眠れなくなる化学 左巻健男著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

430.4||Sa 212001550

156 工科系学生のための化学

L.S.Brown,
T.A.Holme著/市
村禎二郎, 佐藤
満訳

東京化学同人 430||Br 212001648

157 化学 : 基本の考え方を学ぶ : 問題と解答
Raymond Chang,
Jason Overby著/
村田滋訳

東京化学同人 430||Ch 212001307

158
忘れてしまった高校の化学を復習する本 : カ
ラー版

福間智人著 中経出版 430||Fu 212001642

159 はじめて学ぶ化学 野島高彦著 化学同人 430||No 212001881

160 身のまわりの化学 : 物質・環境・生命 大場好弘著 化学同人 430||Ob 212001880

161 基礎化学演習
田中勝久, 齋藤
勝裕著

東京化学同人 430||Ta 212001651

162
入門!超分子化学 : 役にたちすぎる分子のヒミ
ツ (知りたいサイエンス:103)

斎藤勝裕著 技術評論社 431.1||Sa 212001904

163 元素の事典 縮刷版 馬淵久夫編集 朝倉書店 431.11||Ge 212001644

164
The elements : a visual exploration of every
known atom in the universe

Theodore
Gray/photograph
s by Theodore
Gray and Nick
Mann

Black Dog &
Leventhal/Distri
buted by
Workman

431.11||Gr 212002453

165 錯体の溶液化学 (錯体化学会選書:8)
横山晴彦, 田端
正明編著

三共出版 431.13||Sa||8 212001626

166 量子論の基礎から学べる量子化学 尾上順著 近代科学社 431.19||On 212001289

167
マンガ+要点整理+演習問題でわかる量子化
学

斎藤勝裕, 伊藤
和明共著
/ZENZO→, はや
のん理系漫画制
作室マンガ制作

オーム社 431.19||Sa 212001578

168 酸化還元反応 (化学の要点シリーズ:1)
佐藤一彦, 北村
雅人著/日本化
学会編

共立出版 431.37||Sa 212001624

169 レーザーと化学 (化学の要点シリーズ:4)
中島信昭, 八ッ橋
知幸著/日本化
学会編

共立出版 431.52||Na 212001623

170 有機電気化学 : 基礎から応用まで
淵上寿雄編著/
跡部真人, 稲木
信介共著

コロナ社 431.7||Fu 212001589

171 実力がつく電気化学 : 基礎と応用
逢坂哲彌編著/
直井勝彦, 門間
聰之著

朝倉書店 431.7||Ji 212001395



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

172
絶対わかる電気化学 (絶対わかる化学シリー
ズ)

齋藤勝裕著/講
談社サイエンティ
フィク編集

講談社 431.7||Sa 212001391

173 現代電気化学
田村英雄, 松田
好晴共著

培風館 431.7||Ta 212001984

174
異種材料界面の測定と評価技術 : Evaluation
technology for interfacial phenomena

石井淑夫監修 テクノシステム 431.8||Is 212001856

175 高分子化学 : 基礎と応用 第3版
井上祥平, 堀江
一之編

東京化学同人 431.9||Ko 212001308

176 高分子化学 : 基礎と応用 第3版
井上祥平, 堀江
一之編

東京化学同人 431.9||Ko 212001309

177
マンガ+要点整理+演習問題でわかる高分子
化学

齋藤勝裕, 石曽
根隆共著
/ZENZO→&はや
のん理系漫画制
作室マンガ制作

オーム社 431.9||Sa 212001577

178 アトキンス物理化学 第8版 上

Peter Atkins,
Julio de Paula著/
千原秀昭, 中村
亘男訳

東京化学同人 431||At||1 212001757

179 アトキンス物理化学 第8版 下

Peter Atkins,
Julio de Paula著/
千原秀昭, 中村
亘男訳

東京化学同人 431||At||2 212001647

180 アトキンス物理化学 第8版 下

Peter Atkins,
Julio de Paula著/
千原秀昭, 中村
亘男訳

東京化学同人 431||At||2 212001696

181 物理化学 (ベーシックマスター)
築山光一, 近藤
寛, 一國伸之共
編

オーム社 431||Bu 212001264

182
マンガ+要点整理+演習問題でわかる物理化
学

齋藤勝裕, 川俣
純共著/ZENZO
→&はやのん理
系漫画制作室マ
ンガ制作

オーム社 431||Sa 212001576

183 基礎化学実験 改訂第3版
広島大学総合科
学部化学系編

大学教育出版 432||Ki 212001635

184 分析化学用語辞典
日本分析化学会
編

オーム社 433.033||Bu 212001367

185
分析化学のべからず171 : 準備から実験まで
の"やってはいけないこと"がわかる! (オシゴ
トべからずシリーズ)

日本分析化学専
門学校著

JIPMソリューショ
ン

433||Bu 212001825

186
ガスクロマトグラフィー (分析化学実技シリー
ズ:機器分析編 ; 7)

内山一美, 小森
亨一著/日本分
析化学会編

共立出版 433||Bu||7 212001914

187 メタセシス反応 (化学の要点シリーズ:2)
森美和子著/日
本化学会編

共立出版 434.5||Mo 212001622

188
グリーンケミストリー : 社会と化学の良い関係
のために (化学の要点シリーズ:3)

御園生誠著/日
本化学会編

共立出版 434||Mi 212001621

189
好きになる生化学 : 生体内で進み続ける化
学反応 (好きになるシリーズ)

田中越郎著 講談社 434||Ta 212001927



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

190 有機合成化学

檜山為次郎, 大
嶌幸一郎編著/
丸岡啓二 [ほか]
著

東京化学同人 434||Yu 212001310

191
トコトンやさしいフッ素の本 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

F&Fインターナ
ショナル編著

日刊工業新聞社 435.33||To 212001316

192 新しい基礎無機化学演習
合原眞編著/村
石治人, 竹原公,
宇都宮聡共著

三共出版 435||At 212001627

193 有機人名反応そのしくみとポイント 改訂 東郷秀雄著 講談社 437.01||To 212001928

194
基礎有機化学 (薬学生のための基礎シリー
ズ:5)

小林進, 三巻祥
浩共編

培風館 437||Ki 212001983

195 これでわかる基礎有機化学演習
畔田博文 [ほか]
共著

三共出版 437||Ko 212001628

196 はじめての有機化学 大月穣著 東京化学同人 437||Ot 212001650

197 有機化学 (ベーシックマスター)
清水功雄, 只野
金一共編

オーム社 437||Yu 212001263

198
最新天文百科 : 宇宙・惑星・生命をつなぐサ
イエンス

Michael A. Seeds,
Dana E. Backman
著/中村理 [ほ
か] 訳

丸善 440.36||Se 212002215

199
誰でも楽しめる星の歳時記 : 人と宇宙が紡ぐ
風物詩

浅田英夫著 地人書館 440.4||As 212001637

200
ビジュアル宇宙大図鑑 : 太陽系から130億光
年の果てまで

キャロル・ストット
[ほか] 著/イア
ン・ニコルソン編
集顧問/倉田真
木 [ほか] 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)

440||Bi 212001321

201 時間と宇宙のすべて
アダム・フランク
[著]/水谷淳訳

早川書房 440||Fr 212001756

202
4%の宇宙 : 宇宙の96%を支配する“見えない
物質"と“見えないエネルギー"の正体に迫る

リチャード・パネク
著/谷口義明訳

ソフトバンククリ
エイティブ

443.9||Pa 212001852

203
日食計算の基礎 : 日食図はどのようにして描
くか

長沢工著 地人書館 444.7||Na 212001638

204 マーカス・チャウンの太陽系図鑑
マーカス・チャウ
ン著/糸川洋訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

445||Ch 212001267

205 暦入門 : 暦のすべて (生活文化史選書) 渡邊敏夫著 雄山閣 449.3||Wa 212001690

206
地球物質のレオロジーとダイナミクス (現代地
球科学入門シリーズ:14)

唐戸俊一郎著 共立出版 450.12||Ka 212001916

207 宮澤賢治地学用語辞典 加藤碵一著 愛智出版 450.33||Ka 212001874

208 地球科学における諸問題 復刊 竹内均著 裳華房 450.7||Ta 212001955



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

209
地球表層環境の進化 : 先カンブリア時代から
近未来まで

川幡穂高著 東京大学出版会 450||Ka 212001658

210 ひとりで学べる地学 (Color lecture)
大塚韶三, 青木
寿史, 荻島智子
編著

清水書院 450||Ot 212002340

211 ひとりで学べる地学 (Color lecture)
大塚韶三, 青木
寿史, 荻島智子
編著

清水書院 450||Ot 212002341

212 気象を操作したいと願った人間の歴史
ジェイムズ・ロ
ジャー・フレミング
著/鬼澤忍訳

紀伊國屋書店 451.02||Fl 212001897

213
天気予報のいま (シリーズ新しい気象技術と
気象学:1)

新田尚, 長谷川
隆司著

東京堂出版 451.08||Sh||1 212001664

214
日本付近の低気圧のいろいろ (シリーズ新し
い気象技術と気象学:2)

山岸米二郎著 東京堂出版 451.08||Sh||2 212001662

215
長期予報のしくみ (シリーズ新しい気象技術
と気象学:3)

酒井重典著 東京堂出版 451.08||Sh||3 212001663

216
梅雨前線の正体 (シリーズ新しい気象技術と
気象学:4)

茂木耕作著 東京堂出版 451.08||Sh||4 212001665

217
よくわかる高層気象の知識 : JMH図から読み
解く

福地章著 成山堂書店 451.25||Fu 212001633

218
よくわかる高層気象の知識 : JMH図から読み
解く

福地章著 成山堂書店 451.25||Fu 212001962

219
くものてびき : 十種雲形について : わかりや
すい雲の解説 第2版

湯山生著/日本
気象協会気象情
報部編集

クライム気象図
書出版

451.61||Yu 212002208

220
"不機嫌な"太陽 : 気候変動のもうひとつのシ
ナリオ

ヘンリク・スベンス
マルク, ナイジェ
ル・コールダー著
/青山洋訳

恒星社厚生閣 451.8||Sv 212001390

221 古記録による12世紀の天候記録 水越允治編 東京堂出版 451.9||Ko 212001758

222
日本列島の巨大地震 (岩波科学ライブラ
リー:185)

尾池和夫著 岩波書店 453.21||Oi 212002431

223 日本の地震地図 東日本大震災後版 岡田義光著 東京書籍 453.21||Ok 212001656

224 日本人は知らない「地震予知」の正体
ロバート・ゲラー
著

双葉社 453.38||Ge 212002430

225 地震の予知はできますか? (人と仕事:01) 木村政昭著 論創社 453.38||Ki 212001692

226 次の巨大地震はどこか! 宍倉正展著
ミヤオビパブリッ
シング/宮帯出版
社 (発売)

453.38||Sh 212002429

227 日本の地質構造100選
日本地質学会構
造地質部会編集

朝倉書店 455.1||Ni 212001645
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228 珪藻古海洋学 : 完新世の環境変動 小泉格著 東京大学出版会 456.83||Ko 212001315

229 要説地質年代

J.G.オッグ, G.M.
オッグ, F.M.グラッ
ドシュタイン著/鈴
木寿志訳

京都大学学術出
版会

456||Og 212001386

230 岩相解析および堆積構造 増補・改訂版 八木下晃司著 古今書院 456||Ya 212001922

231 フォトニック結晶ファイバ 左貝潤一著 コロナ社 459.95||Sa 212001837

232 元素でわかる鉱物のすべて 八川シズエ著
中央アート出版
社

459||Ya 212002218

233
大学1・2年生のためのすぐわかる生物 改訂
版

大森茂著 東京図書 460||Om 212001313

234 理論生物学の基礎
関村利朗, 山村
則男共編

海游舎 461||Ri 212001883

235 これだけは知っておきたい図解細胞生物学 江島洋介著 オーム社 463||Ej 212001266

236
細胞「私」をつくる60兆個の力 (NHKサイエン
スZERO)

NHK「サイエンス
ZERO」取材班,
近藤滋, 笹井芳
樹編著

NHK出版 463||Sa 212001365

237
新・分子生物学 (バイオテクノロジーテキスト
シリーズ)

石川統著 講談社 464.1||Is 212001291

238
新・分子生物学 (バイオテクノロジーテキスト
シリーズ)

石川統著 講談社 464.1||Is 212001295

239
DNAを操る分子たち : エピジェネティクスとい
う不思議な世界 (知りたいサイエンス:109)

武村政春著 技術評論社 464.27||Ta 212001901

240
バイオセンサーのはなし : 生体分子や細胞を
用いた新しいバイオ計測法 (Science and
technology)

軽部征夫編著 日刊工業新聞社 464||Ba 212001671

241
よくわかる生化学 : 分子生物学的アプローチ
新版 (新生物学ライブラリ:6)

藤原晴彦著 サイエンス社 464||Fu 212001590

242
ウイルスと地球生命 (岩波科学ライブラ
リー:192)

山内一也著 岩波書店 465.8||Ya 212001895

243
新・微生物学 (バイオテクノロジーテキストシ
リーズ)

別府輝彦著 講談社 465||Be 212001293

244
バイオのための微生物基礎知識 : ヒトをとり
まくミクロ生命体

扇元敬司著 講談社 465||Ou 212001296

245
遺伝子工学 (基礎生物学テキストシリー
ズ:10)

近藤昭彦, 芝崎
誠司編著

化学同人 467.25||Id 212001618

246
進化論の何が問題か : ドーキンスとグールド
の論争

垂水雄二著 八坂書房 467.5||Ta 212001689



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

247 行動生態学 (シリーズ現代の生態学:5) 日本生態学会編 共立出版 468.08||Sh||5 212002387

248
淡水生態学のフロンティア (シリーズ現代の
生態学:9)

日本生態学会編 共立出版 468.08||Sh||9 212001287

249 私たちにたいせつな生物多様性のはなし 枝廣淳子著 かんき出版 468||Ed 212001369

250 生物多様性と生態学 : 遺伝子・種・生態系
宮下直, 井鷺裕
司, 千葉聡著

朝倉書店 468||Mi 212001303

251 生物多様性と生態学 : 遺伝子・種・生態系
宮下直, 井鷺裕
司, 千葉聡著

朝倉書店 468||Mi 212001305

252 新しい植物分類学 1
戸部博, 田村実
編著

講談社 471.8||At||1 212001294

253
観察する目が変わる植物学入門 : 意外と知
らない草木のつくり (Beret science)

矢野興一著 ベレ出版 471||Ya 212001611

254
植生景観史入門 : 百五十年前の植生景観の
再現とその後の移り変わり

原田洋, 井上智
著

東海大学出版会 472.137||Ha 212001306

255 粘菌 : 驚くべき生命力の謎
松本淳解説/伊
沢正名写真

誠文堂新光社 473.3||Ne 212001394

256
細胞性粘菌のサバイバル : 環境ストレスへの
巧みな応答 (新・生命科学ライブラリ. 生物再
発見:4)

漆原秀子著 サイエンス社 473.35||Ur 212001840

257 基礎から学ぶ神経生物学 岡良隆著 オーム社 481.17||Ok 212001580

258 動物の発生と分化 (新・生命科学シリーズ)
浅島誠, 駒崎伸
二共著/太田次
郎 [ほか] 編集

裳華房 481.2||As 212001954

259 卵子学

森崇英総編集/
麻生武志 [ほか]
分担編集/柴原
浩章, 島田昌之,
角田幸雄編集幹
事

京都大学学術出
版会

481.2||Ra 212001755

260 動物の環境と内的世界
ヤーコプ・V・ユク
スキュル [著]/前
野佳彦訳

みすず書房 481.7||Ue 212001614

261
動物行動学 : 獣医学教育モデル・コア・カリ
キュラム準拠

森裕司, 武内ゆ
かり, 内田佳子著

インターズー 481.78||Mo 212001557

262 遺伝子と性行動 : 性差の生物学 山元大輔著 裳華房 481.78||Ya 212001953

263
新・霊長類学のすすめ (京大人気講義シリー
ズ)

京都大学霊長類
研究所編

丸善出版 489.9||Sh 212001282

264 ことばもクスリ : 患者と話せる医師になる
山内常男編/川
上武 [ほか] 執筆

医学書院 490.14||Ko 212002156

265 医療系の情報演習 改訂版
池田憲昭編著/
伊与亨 [ほか] 著

朝倉書店 490.7||Ir 212001972



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

266
ぜんぶわかる人体解剖図 : 系統別・部位別
にわかりやすくビジュアル解説

坂井建雄, 橋本
尚詞著

成美堂出版 491.1||Sa 212002253

267
老化の進化論 : 小さなメトセラが寿命観を変
える

マイケル・R・ロー
ズ [著]/熊井ひろ
美訳

みすず書房 491.358||Ro 212001860

268
よくわかる最新「脳」の基本としくみ : 脳のメカ
ニズムを図解する! : 脳の不思議 (How-nual
図解入門)

後藤和宏監修 秀和システム 491.371||Yo 212002217

269
トコトンやさしいにおいとかおりの本 (B&Tブッ
クス. 今日からモノ知りシリーズ)

倉橋隆, 福井寛,
光田恵著

日刊工業新聞社 491.376||Ku 212001320

270
くすりの安全性を科学する : リスクを見極める
ために,データをどう分析し,まとめ,解釈するか

Michael J.
Klepper, Barton
Cobert著/くすり
の安全性を科学
する会訳

サイエンティスト
社

491.5||Kl 212001592

271
微生物学 第3版 (エキスパート管理栄養士養
成シリーズ:6)

小林秀光, 白石
淳編

化学同人 491.7||Bi 212001879

272
よくわかる最新抗菌と殺菌の基本と仕組み :
抗菌、抗かび、除菌、殺菌のメカニズム! : 抗
菌の技術と科学 (How-nual図解入門)

高麗寛紀著 秀和システム 491.72||Ko 212001298

273
「細胞シート」の奇跡 : 人はどこまで再生治療
できるのか

岡野光夫著 祥伝社 492.89||Ok 212002116

274
ソフトナノテクノロジーにおける材料開発 普
及版 (CMCテクニカルライブラリー:411. 新材
料・新素材シリーズ)

田中順三, 下村
政嗣監修

シーエムシー出
版

492.89||So 212002210

275
退院支援・退院調整ステップアップQ&A : 実
践者からの知恵とコツ

宇都宮宏子 [ほ
か]編

日本看護協会出
版会

492.9175||Ta 212001683

276
方法としての動機づけ面接 : 面接によって人
と関わるすべての人のために

原井宏明著 岩崎学術出版社 493.72||Ha 212002246

277 統合失調症とのつきあい方がわかる本 北林百合之介著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

493.763||Ki 212001920

278
生活臨床の基本 : 統合失調症患者の希望に
こたえる支援

伊勢田尭, 小川
一夫, 長谷川憲
一編著

日本評論社 493.763||Se 212001322

279 腋臭症・多汗症治療実践マニュアル
細川亙, 坂井靖
夫編集

全日本病院出版
会

494.8||Ek 212001634

280
皮膚科の似たもの同士 : 目でみる鑑別診断
(ViDセレクション)

塩原哲夫監修
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

494.8||Hi 212001620

281 遺伝性婦人科癌 : リスク・予防・マネジメント
カレン H. ルウ編/
青木大輔監訳

医学書院 495.4||Lu 212001875

282
マインドフルネスそしてACTへ : 二十一世紀
の自分探しプロジェクト : アクセプタンス&コ
ミットメント・セラピー

熊野宏昭著 星和書店 498.39||Ku 212002416

283
食品微生物の科学 第3版 (食品微生物:1 ; 基
礎編)

清水潮著 幸書房 498.54||Sh 212001389

284 誰にも書けなかった復職支援のすべて
うつ病リワーク研
究会著

日本リーダーズ
協会

498.8||Da 212002176



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

285
センサが一番わかる : くらしに不可欠なセン
サの機能と用途がよくわかる (しくみ図
解:023)

松本光春著 技術評論社 501.22||Ma 212001269

286
Excelを用いた計測制御入門 : ZigBeeによる
無線制御の基礎

桜木嘉典著 電気書院 501.22||Sa 212001974

287 振動の学び方 佐藤勇一著 オーム社 501.24||Sa 212002224

288 わかりやすい振動工学
砂子田勝昭 [ほ
か] 著

共立出版 501.24||Wa 212001554

289 振動工学 改訂版 基礎編 安田仁彦著 コロナ社 501.24||Ya 212001588

290 図解はじめての材料力学 荒井政大著 講談社 501.32||Ar 212002381

291 演習材料力学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/
丸善 (発売)

501.32||En 212002168

292 破壊力学大系 : 壊れない製品設計へ向けて
服部敏雄編集代
表/川田宏之 [ほ
か] 編集委員

エヌ・ティー・エス 501.32||Ha 212001561

293 材料力学 改定3版

高齢・障害・求職
者雇用支援機構
職業能力開発総
合大学校能力開
発研究センター
編

雇用問題研究会 501.32||Za 212002161

294
フェーズフィールド法 : 数値シミュレーションに
よる材料組織設計

高木知弘, 山中
晃徳共著

養賢堂 501.321||Ta 212001866

295
非線形構造解析の学び方! : 非線形有限要
素法を正しく使うために必要な基礎知識 (解
析塾秘伝)

石川覚志著 日刊工業新聞社 501.341||Is 212001607

296 基礎から学ぶ金属材料 小原嗣朗著 朝倉書店 501.41||Ko 212001552

297 材料系の状態図入門 坂公恭著 朝倉書店 501.41||Sa 212001553

298
よくわかる金属材料 : 性質から加工法まで金
属の基本がわかる (初歩の工学)

三木貴博監修 技術評論社 501.41||Yo 212001370

299
機能性無機膜 : 開発技術と応用 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:403. 新材料・新
素材シリーズ)

 
シーエムシー出
版

501.48||Ki 212001844

300
硬さ試験の理論とその利用法 : 材料流れか
ら硬さを解き明かす

中村雅勇著 森北出版 501.53||Na 212001617

301
太陽光・風力発電 (見学!自然エネルギー大
図鑑:1)

 偕成社 501.6||Ke||1 212001324

302
地熱・小水力発電ほか (見学!自然エネル
ギー大図鑑:2)

 偕成社 501.6||Ke||2 212001325

303
欧州のエネルギー自立地域 : 100%再生可能
へ!

滝川薫編著/村
上敦 [ほか]著

学芸出版社 501.6||Ou 212001582



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

304
家具・インテリア・建築のデザイン基礎 : 北欧
の巨匠に学ぶ図法

鈴木敏彦 [ほか]
著

彰国社 501.8||Ka 212001299

305 わかりやすい図学と製図 住野和男著 オーム社 501.8||Su 212001567

306
よくわかるSolidWorks演習 モデリングマス
ター編

アドライズ編 日刊工業新聞社 501.8||Yo 212002174

307
グラフィックデザイナーのためのユニバーサ
ルデザイン実践テクニック51

中川聰著
ワークスコーポ
レーション

501.83||Na 212001873

308
「未来マシン」はどこまで実現したか? : エア
カー・超々音速機・腕時計型通信機・自動調
理器・ロボット

石川憲二著 オーム社 504||Is 212001261

309 外国特許出願のための特許英語表現文例集 吉田弘著 丸善出版 507.23||Yo 212002166

310 学生のための初めて学ぶ「土木工学」

松江工業高等専
門学校環境・建
設工学研究会編
/高田竜一 [ほ
か] 著

日刊工業新聞社 510||Ga 212001977

311
シビルエンジニアリング入門 (エンジニアのた
めのExcelナビシリーズ)

IT環境技術研究
会著

インデックス出版 510||Sh 212001829

312 原典からみる応用地質学 : その論理と実用
日本応用地質学
会編

古今書院 511.2||Ge 212001921

313 岩盤応力とその測定

ベルナール・アマ
デイ, オーヴ・ステ
ファンソン著/船
戸明雄翻訳代表

京都大学学術出
版会

511.3||Am 212001387

314 液状化の脅威 (叢書震災と社会) 濱田政則著 岩波書店 511.3||Ha 212002428

315 土の締固め (地盤工学・実務シリーズ:30)
地盤工学会土の
締固め編集委員
会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ji||30 212001639

316 土木材料学 (Civil engineering)
町田篤彦編/町
田篤彦 [ほか] 共
著

オーム社 511.4||Do 212001835

317
よくわかるコンクリートの基本と仕組み : 発注
者も施工者も知っておきたい基礎知識 : コン
クリートの常識 第2版 (How-nual図解入門)

岩瀬泰己, 岩瀬
文夫著

秀和システム 511.7||Iw 212001941

318
コンクリート講座 : 簡単!10日間で基礎を身に
つける (NA選書)

岩瀬泰己, 岩瀬
文夫著/日経アー
キテクチュア編

日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

511.7||Iw 212001978

319

コンクリート構造物の補修・解体・再利用にお
けるCO[2]削減を目指して : 補修における環
境配慮および解体コンクリートのCO[2]固定
化 (コンクリート・ライブラリー:134)

土木学会コンク
リート委員会
CO[2]削減を考慮
したコンクリート
構造物の解体、
再利用、補修技
術に関する調査
研究小委員会編

土木学会/丸善
(発売)

511.7||Ko||134 212001646

320
コンクリート工学の基礎 改訂・改題 / 鈴木一
雄, 藤原浩已, 久田真, 佐伯竜彦改訂

村田二郎, 長瀧
重義, 菊川浩治
著

共立出版 511.7||Mu 212001288



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

321
土木施工なんでも相談室 2011年改訂版 基
礎工・地盤改良工編

土木学会建設技
術研究委員会建
設技術Q&A小委
員会編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

513||Do 212001891

322 鉄道技術ポケットブック
鉄道技術ポケット
ブック編集委員会
編

オーム社 516||Te 212001752

323 都市の水資源と地下水の未来 益田晴恵編
京都大学学術出
版会

518.12||To 212001385

324 外濠 : 江戸東京の水回廊
法政大学エコ地
域デザイン研究
所編

鹿島出版会 518.8||So 212001629

325
地域主権のデザインとコミュニティアーキテク
ト

宇杉和夫著 古今書院 518.8||Us 212001388

326
日本一くわしい屋上・壁面緑化 : 建築緑化の
全知識を網羅! (エクスナレッジムック)

藤田茂著 エクスナレッジ 518.85||Fu 212002113

327 知っておきたい屋上緑化のQ&A 新版
都市緑化機構特
殊緑化共同研究
会編著

鹿島出版会 518.85||Sh 212001935

328 初学者のための都市工学入門 高見沢実著 鹿島出版会 518||Ta 212002413

329 環境法 北村喜宣著 弘文堂 519.12||Ki 212002244

330
建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュア
ル 改訂版

土木研究所編 鹿島出版会 519.5||Ke 212001936

331 里山のガバナンス : 里山学のひらく地平
牛尾洋也, 鈴木
龍也編著

晃洋書房 519.8||Sa 212002436

332
震災後の自然とどうつきあうか (叢書震災と
社会)

鷲谷いづみ著 岩波書店 519.81||Wa 212001896

333
環境微生物学 : 地球環境を守る微生物の役
割と応用

久保幹 [ほか] 著 化学同人 519||Ka 212002167

334 英語で考える環境問題 佐藤博著

産業環境管理協
会/丸善株式会
社出版事業部
(発売)

519||Sa 212002324

335 建築の大転換
伊東豊雄, 中沢
新一著

筑摩書房 520.4||It 212001641

336 建築を考える
ペーター・ツムト
ア [著]/鈴木仁子
訳

みすず書房 520.4||Zu 212001615

337 図説やさしい建築数学
今村仁美, 大谷
一翔著

学芸出版社 520.7||Im 212001884

338
建築確認法規マニュアル 2012 (建築法規
pro)

新建築確認申請
実務研究会編

第一法規 520.91||Ke||'12 212001597

339 長寿命建築へ : リファイニングのポイント
青木茂著/都市
建築編集研究所
編集・制作

建築資料研究社 520||Ao 212001918



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

340
復刻デザイン・サーヴェイ : 『建築文化』誌再
録

明治大学神代研
究室, 法政大学
宮脇ゼミナール
編著

彰国社 521.86||Fu 212001950

341
未像の大国 : 日本の建築メディアにおける中
国認識

松原弘典著 鹿島出版会 522.2||Ma 212001934

342
図解レクチャー構造力学 : 静定・不静定構造
を学ぶ

浅野清昭著 学芸出版社 524.1||As 212001280

343 もう一度学ぶ構造力学 野家牧雄著
丸善プラネット/
丸善出版 (発売)

524.1||No 212001892

344 図解一番やさしい構造力学 高木任之著 日本実業出版社 524.1||Ta 212001684

345
世界で一番くわしい木材 (エクスナレッジムッ
ク)

木の研究会著 エクスナレッジ 524.21||Se 212002117

346 ゼロからはじめる「木造建築」入門 原口秀昭著 彰国社 524.5||Ha 212001631

347
歴史に学ぶ減災の知恵 : 建築・町並みはこう
して生き延びてきた

大窪健之著 学芸出版社 524.9||Ok 212001889

348
フリーソフトで学ぶ建築構造計算 : Building
Editor

野家牧雄著
丸善プラネット/
丸善株式会社出
版事業部 (発売)

524||No 212002169

349 やさしく学ぶArchiCAD超実戦テクニック 完山剛著 エクスナレッジ 525.1||Ka 212001258

350
建築・都市計画のための調査・分析方法 改
訂版

日本建築学会編 井上書院 525.1||Ke 212002112

351
環境建築・都市への道 : 感性と環境技術を結
ぶレーベアム思想

山崎哲哉著 鹿島出版会 525.1||Ya 212001297

352 スケッチ感覚でパースが描ける本 中山繁信著 彰国社 525.18||Na 212001949

353
高校生から始めるJw_cad建築製図入門
(Jw_cadシリーズ:6)

櫻井良明著 エクスナレッジ 525.18||Sa 212001259

354 建築製図基本の基本 櫻井良明著 学芸出版社 525.18||Sa 212001886

355
省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル : 低炭
素時代のスタンダード! (エクスナレッジムック)

野池政宏編・著 エクスナレッジ 527||Sh 212001560

356
よくわかる最新建築設備の基本と仕組み : 給
排水、衛生、ガス、空調、電気… : 建築設備
の基本 (How-nual図解入門)

土井巖著 秀和システム 528||Do 212001945

357
最高にわかりやすい建築設備 : 基本の仕組
みから省エネ・環境対応まで (エクスナレッジ
ムック)

GREEN&BLUE
UNIT'S編

エクスナレッジ 528||Sa 212001559

358 工作機械編 (絵とき機械用語事典) 岡部眞幸著 日刊工業新聞社 530.33||Ok 212002114

359
図解もの創りのためのやさしい機械工学 改
訂版

門田和雄著 技術評論社 530||Ka 212001902



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

360
ついてきなぁ!材料選択の「目利き力」で設計
力アップ : わかりやすくやさしくやくにたつ :
「機械材料の基礎知識」てんこ盛り

国井良昌著 日刊工業新聞社 531.2||Ku 212001680

361 図解モノづくりのためのやさしい機械設計
有光隆, 八木秀
次著

技術評論社 531.3||Ar 212001903

362
新実践自動化機構図解集 : ものづくりの要素
と機械システム

熊谷英樹編著 日刊工業新聞社 531.38||Sh 212002175

363
絵とき工業潤滑剤基礎のきそ (Mechanical
engineering series)

出光興産潤滑油
部潤滑技術二課
編著

日刊工業新聞社 531.83||Et 212001675

364 現代設計工学
石川晴雄編著/
中山良一, 井上
全人共著

コロナ社 531.9||Ge 212001271

365 Excelで解く機械設計計算
岡田昌樹著/オー
ム社開発局企画
編集

オーム社 531.9||Ok 212001265

366 イントロ製図学

小泉忠由 [ほか]
著/明治大学理
工学部機械情報
工学科製図室編

オフィスHANS 531.98||In 212001836

367
上手な機械製図の書き方 : 絵で見てなっとく!
: ゼロから学んでスラスラ書ける!

大高敏男著 技術評論社 531.98||Ot 212001382

368
現場設計者が教える図面を読みとるテクニッ
ク (図面って、どない読むねん! : だれにでも
わかりやすくやさしくやくにたつ:LEVEL00)

山田学著 日刊工業新聞社 531.98||Ya 212001681

369 図解よくわかる機械加工 武藤一夫著 共立出版 532||Mu 212001372

370 内燃機関
古濱庄一著/内
燃機関編集委員
会編

東京電機大学出
版局

533.4||Fu 212001659

371 図解ガスタービン 佐藤幸徳著 日刊工業新聞社 533.46||Sa 212001608

372
冷凍空調技術 : 初級標準テキスト 第4次改
訂

日本冷凍空調学
会編

日本冷凍空調学
会

533.8||Re 212001753

373 演習流体工学 (基礎数学完全マスター)
井口學, 西原一
嘉, 横谷眞一郎
著

電気書院 534.1||Ig 212001858

374 流体工学の基礎
大坂英雄 [ほか]
著

共立出版 534.1||Ry 212001583

375 ボッシュ自動車ハンドブック 日本語第3版

ロバート・ボッシュ
GmbH著/シュ
タールジャパン翻
訳

シュタールジャパ
ン/日経BPマー
ケティング (発売)

537.036||Ro 212001378

376
自動車軽量化材料 : 開発から応用まで 普及
版 (CMCテクニカルライブラリー:416. 新材料・
新素材シリーズ)

福富洋志監修
シーエムシー出
版

537.1||Ji 212001842

377
自動車軽量化材料 : 開発から応用まで 普及
版 (CMCテクニカルライブラリー:416. 新材料・
新素材シリーズ)

福富洋志監修
シーエムシー出
版

537.1||Ji 212001843

378
産業用車両の潤滑 : エンジン・油圧機器・パ
ワートレイン・潤滑剤

日本トライボロ
ジー学会編

養賢堂 537.99||Sa 212001867

379
自動車の運動と制御 : 車両運動力学の理論
形成と応用 第2版

安部正人著
東京電機大学出
版局

537||Ab 212001275



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

380 自動車の衝突安全 水野幸治著
名古屋大学出版
会

537||Mi 212001602

381
航空機設計法 : 軽飛行機から超音速旅客機
の概念設計まで

李家賢一著 コロナ社 538.2||Ri 212001376

382 世界で一番わかりやすいヘリコプター工学 西守騎世将著 成山堂書店 538.64||Ni 212001605

383 人工衛星をつくる : 設計から打ち上げまで 宮崎康行著 オーム社 538.9||Mi 212001571

384
「ゆらぎ」の力 : はやぶさの帰還・宇宙の始ま
り・高次な生命機能

武田計測先端知
財団編/川口淳
一郎[ほか]著

ケイ・ディー・ネオ
ブック

538.9||Yu 212001586

385
パイロットのためのICAO航空英語能力試験
教本 : Ready for departure!

サイモン・クックソ
ン, マイケル・ケ
リー著

成山堂書店 538||Co 212001604

386
トコトンやさしい航空工学の本 (B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

高木雄一 [ほか]
著

日刊工業新聞社 538||To 212001319

387
原発大国の真実 : 福島、フランス、ヨーロッ
パ、ポスト原発社会に向けて

コリーヌ・ルパー
ジュ著/大林薫訳

長崎出版 539.091||Le 212002419

388 ルポ下北核半島 : 原発と基地と人々
鎌田慧, 斉藤光
政著

岩波書店 539.4||Ka 212002250

389
空気と食べ物の放射能汚染 : ナウシカの世
界がやってくる!

青木泰著
リサイクル文化
社/星雲社 (発
売)

539.68||Ao 212002423

390
どうする?放射能ごみ : 実は暮らしに直結する
恐怖 (プロブレムQ&A)

西尾漠著 緑風出版 539.69||Ni 212002427

391 電気の歴史 : 人と技術のものがたり 高橋雄造著
東京電機大学出
版局

540.2||Ta 212001661

392 電験第3種過去問題集 平成24年版
電験問題研究会
編

電気書院 540.79||De||24 212001857

393
これだけ機械 第1版第5刷 (電験第3種ニュー
これだけシリーズ:3)

深見正, 深澤一
幸著

電気書院 540.79||De||3 212001601

394 電験三種完全攻略 改訂4版 不動弘幸著 オーム社 540.79||Fu 212001570

395
プラズマ理工学基礎 (電気・電子工学基礎シ
リーズ:11)

畠山力三, 飯塚
哲, 金子俊郎著

朝倉書店 540.8||De||11 212001827

396
発送電分離は切り札か : 電力システムの構
造改革

山田光著 日本評論社 540.9||Ya 212001609

397 電気設備技術基準・解釈 2011年版 オーム社編 オーム社 540.91||De||'11 212001572

398
絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり 平
成23年改正版

電気設備技術基
準研究会編

オーム社 540.91||Et 212001568

399
市民電力会社をつくろう! : 自然エネルギーで
地域の自立と再生を

小坂正則著 影書房 540.93||Ko 212001876



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

400
電気回路がよくわかる : 絵で見てなっとく! :
ゼロから学んでスラスラ読める!

藤瀧和弘著 技術評論社 541.1||Fu 212001383

401 例題と演習で学ぶ電気回路 続 服藤憲司著 森北出版 541.1||Ha||2 212001380

402
線形代数・ベクトル解析・複素数 (電気電子
数学入門)

浜松芳夫, 星野
貴弘共著

オーム社 541.2||Ha 212001575

403 電気・電子・情報のための基礎数学 (EE text)
村田純一, 村田
昇共著

オーム社 541.2||Mu 212001366

404 理工系電気電子数学再入門 重見健一著 オーム社 541.2||Sh 212001574

405

はじめての人のためのテスターがよくわかる
本 : 基本のキホンからフル活用法まで!! : 使
い方と心得 (How-nual図解入門. Visual
guidebook)

小暮裕明著 秀和システム 541.53||Ko 212001942

406 教えて?わかった!電気回路 土井淳著 オーム社 541||Do 212001569

407
原発 : インフォグラフィクス : 放射性廃棄物と
隠れた原子爆弾

エステル・ゴンス
ターラ [著]/今泉
みね子訳

岩波書店 543.5||Go 212002422

408 原発震災 : 警鐘の軌跡 石橋克彦著 七つ森書館 543.5||Is 212002266

409 原子炉解体 : 廃炉への道 : 新装版 石川迪夫編著 講談社 543.5||Is 212002425

410
原発放浪記 : 全国の原発を12年間渡り歩い
た元作業員の手記

川上武志著 宝島社 543.5||Ka 212002265

411 結局、原発ってどうなのよ?
川口憲吾著/澤
田哲生監修

イースト・プレス 543.5||Ka 212002421

412 原発のないふるさとを
小出裕章, 土井
淑平著

批評社 543.5||Ko 212002420

413
なぜ脱原発なのか? : 放射能のごみから非浪
費型社会まで (プロブレムQ&A)

西尾漠著 緑風出版 543.5||Ni 212002426

414 原子力に未来はなかった 槌田敦著 亜紀書房 543.5||Ts 212002424

415 洋上風力発電
ジョン・トワイデル,
ガエターノ・ガウ
ディオージ編著

鹿島出版会 543.6||Yo 212001392

416

太陽光発電のしくみと実例 : 空から降り注ぐ
光のエネルギーを電気に変換して活用する
(トランジスタ技術special増刊. グリーン・エレ
クトロニクス:5)

 CQ出版 543.8||Ta 212001824

417
よくわかる最新発電・送電の基本と仕組み :
系統か分散型か-3.11以降の論点を網羅 : 電
気事業の常識 (How-nual図解入門)

木舟辰平著 秀和システム 543||Ki 212001947

418
はじめての真空管アンプ : 300Bシングル
&6CA7プッシュプルアンプ完全製作 新版

黒川達夫著 誠文堂新光社 547.337||Ku 212001964



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

419
JavaScriptポケットリファレンス 改訂第5版
(Pocket reference)

古籏一浩著 技術評論社 547.483||Fu 212001905

420
これからはじめるWebデザインの本 (デザイン
の学校)

ロクナナワーク
ショップ著

技術評論社 547.483||Ko 212001283

421 10日でおぼえるJavaScript入門教室 第3版 大槻有一郎著 翔泳社 547.483||Ot 212001694

422
Dreamweaver CS6スーパーリファレンス : for
Windows & Macintosh

外間かおり著 ソーテック社 547.4833||Ho 212001273

423
Webデザイン受発注のセオリー : デザインコ
ントロールが身につく本

片山良平著
ワークスコーポ
レーション

547.4833||Ka 212001821

424
PHP入門 : サーバサイド用スクリプト言語 :
「基本操作」から「グラフィックス描画」「セッ
ション管理」まで (I/O books)

片山幸雄著 工学社 547.4833||Ka 212001923

425
クリエイターの卵のためのWebデザイン集中
講座

アークフィリア著 マイナビ 547.4833||Ku 212001277

426
スマートフォンサイト制作の教科書 : iPhone &
Android

こもりまさあき [ほ
か]共著

エムディエヌコー
ポレーション/イ
ンプレスコミュニ
ケーションズ (発

547.4833||Su 212001562

427
すべての人に知っておいてほしいスタイル
シートデザインの基本原則

秋葉秀樹 [ほか]
共著

エムディエヌコー
ポレーション/イ
ンプレスコミュニ
ケーションズ (発

547.4833||Su 212001563

428
いきなりはじめるPHP : ワクワク・ドキドキの
入門教室

谷藤賢一著 リックテレコム 547.4833||Ta 212001871

429
ワイヤレスが一番わかる : 広がりを見せるワ
イヤレスの世界わかりやすい無線技術 (しく
み図解:024)

小暮裕明, 小暮
芳江著

技術評論社 547.5||Ko 212001268

430
電磁界シミュレータで学ぶアンテナ入門 :
antenna

小暮裕明, 小暮
芳江共著

オーム社 547.53||Ko 212001834

431
Arduinoスーパーナビゲーション : しくみと応
用テクニック

河連庸子, 山崎
文徳, 神原健著

リックテレコム 548.2||Ka 212001872

432
iPadを買ったら最初に読む本 : 「すぐに使え
る」安心の操作ガイド 2012

マックピープル編
集部著

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)

548.29||Ip 212001256

433
コンピューターおばあちゃんといっしょに学ぶ
はじめてのiPad入門

大川加世子監修

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)

548.29||Ko 212001556

434
iPadバカ : タブレットにとり憑かれた男の究極
の活用術

美崎栄一郎著 アスコム 548.29||Mi 212001828

435 実務に役立つシーケンス制御入門 藤瀧和弘著 オーム社 548.3||Fu 212001832

436
ロボティクス : モデリングと制御 (シリーズ知
能機械工学:4)

川崎晴久著 共立出版 548.3||Ka 212001371

437 RCサーボロボット製作入門 : PICではじめる! 鈴木美朗志著 オーム社 548.3||Su 212001566

438
バーチャルリアリティにおける力覚表示とその
応用

若松秀俊, 本間
達著

共立出版 548||Wa 212001584



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

439 現場でわかるノイズ対策の本
岡野大祐, 山下
繁彦共著

オーム社 549.1||Ok 212001833

440
電子回路シミュレータLTspice実践入門 : 日
本製定番デバイス・モデルで学ぶディスク
リート回路 (ツール活用シリーズ)

遠坂俊昭著 CQ出版 549.3||En 212001255

441

はじめての電源回路設計Q&A集 : 安定・安
全・安心!3拍子揃った装置の心臓部を作る :
徹底図解 (トランジスタ技術Special:for フレッ
シャーズ ; No.116)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版社 549.3||Ha 212001823

442
ディジタル電子回路 (電気・電子工学ライブラ
リ:UKE-A7)

木村誠聡著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

549.3||Ki 212001849

443 教えて?わかった!アナログ電子回路 小浜輝彦著 オーム社 549.3||Ko 212001565

444
電子回路の「しくみ」と「基本」 : 電子回路シ
ミュレータTINA 9(日本語・Book版VI)で見てわ
かる 改訂版

小峯竜男, 見崎
正行, 河野吉伸
著

技術評論社 549.3||Ko 212002390

445 教えて?わかった!ディジタル電子回路 岡野大祐著 オーム社 549.3||Ok 212001787

446 太陽電池入門 市村正也著 オーム社 549.51||Ic 212001831

447
よくわかる最新半導体ナノプロセスの基本と
仕組み : 先端テクノロジーの行方を追う : ナノ
技術の世界 (How-nual図解入門)

佐藤淳一著 秀和システム 549.8||Sa 212001848

448
半導体材料・デバイスの評価 : パラメータ測
定と解析評価の実際

ディーター・K・
シュロゥダー著/
嶋田恭博訳

シーエムシー出
版

549.8||Sc 212002209

449
エッセンシャルフォトニクスデバイス : 原理と
実験

Thomas
P.Pearsall著/木
村達也訳

オーム社 549.95||Pe 212001238

450 レーザプロセス技術ハンドブック 普及版
池田正幸 [ほか]
編集

朝倉書店 549.95||Re 212001751

451 基礎電子工学 藤本晶著 森北出版 549||Fu 212001862

452
目で見てわかるはんだ付け作業 鉛フリーは
んだ編 (Visual books)

野瀬昌治著 日刊工業新聞社 549||No 212001668

453
電気機器の電気力学と制御 : 電磁現象のモ
デリングから制御系設計まで

坂本哲三著 森北出版 549||Sa 212001863

454
よくわかる最新電子材料の基本と仕組み : デ
ジタル素材の動向がわかる : エレクトロニク
ス産業の今と未来 (How-nual図解入門)

武野泰彦, 佐藤
淳一著

秀和システム 549||Ta 212001946

455 海事六法 2012年版
海事六法編纂委
員会編

海文堂出版 550.92||Ka||'12 212001279

456 航海学概論 改訂版
鳥羽商船高専ナ
ビゲーション技術
研究会編

成山堂書店 557||Ko 212001963

457 海底資源 : 海洋国日本の大きな隠し財産 石川憲二著 オーム社 558.4||Is 212001262

458
陸上から海底まで広がる鉱物資源フロンティ
ア (B&Tブックス)

細井義孝著 日刊工業新聞社 561.1||Ho 212001673



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

459 銅・銅合金 (現場で生かす金属材料シリーズ) 日本伸銅協会編 丸善出版 565.2||Do 212001894

460 目で見るチタンの加工 上瀧洋明著 日刊工業新聞社 565.54||Ko 212001676

461 動き出したレアメタル代替戦略 (B&Tブックス)
原田幸明, 河西
純一著

日刊工業新聞社 565.8||Ha 212001669

462
レアメタル・希少金属リサイクル技術の最先
端 : ナノ・有機・メタラジーが広げるリサイクル
技術

原田幸明監修 フロンティア出版 565.8||Re 212002164

463
よくわかる最新レアメタルの基本と仕組み :
用途、製造技術、応用技術の基礎知識 : レア
メタルの常識 第2版 (How-nual図解入門)

田中和明著 秀和システム 565.8||Ta 212001937

464
「熱処理」のキホン : 高性能な鉄鋼を生みだ
す組織制御の最先端技術 (イチバンやさしい
理工系:SBE-018)

田中和明著
ソフトバンククリ
エイティブ

566.3||Ta 212001850

465
改正動力プレス機械・安全装置構造規格等
の解説

中央労働災害防
止協会編

中央労働災害防
止協会

566.5||Ka 212001969

466 抵抗溶接の基礎と実際
松山欽一,高橋靖
雄,長谷川和芳著

産報出版 566.63||Ma 212002216

467 はじめての表面処理技術 (現場の即戦力)
仁平宣弘, 三尾
淳共著

技術評論社 566.7||Ni 212001899

468
本当によくわかる窒化・浸炭・プラズマCVD :
高機能表面改質法の基礎と応用

河田一喜著 日刊工業新聞社 566.72||Ka 212001317

469
本当によくわかる窒化・浸炭・プラズマCVD :
高機能表面改質法の基礎と応用

河田一喜著 日刊工業新聞社 566.72||Ka 212001318

470
めっきのトラブルシューティング : これならわ
かるQ&A

榎本英彦著 日刊工業新聞社 566.78||En 212001667

471 現代めっき教本
電気鍍金研究会
編

日刊工業新聞社 566.78||Ge 212001678

472 日本のファインケミカル企業  化学工業日報社 570.21||Ni 212001878

473 16112の化学商品 2012年版  化学工業日報社 570.36||Ic 212002509

474 最新工業化学 : 革新技術の創出と製品化 深瀬康司編
東京電機大学出
版局

570||Sa 212001660

475
化学製品が一番わかる : 多彩な化学製品の
全体像を基礎からしっかり理解できる (しくみ
図解:022)

田島慶三著 技術評論社 570||Ta 212001284

476 工程順でわかるはじめてのプレス粉体成形 浅見淳一著 日刊工業新聞社 571.2||As 212001976

477
ナノ粒子分散系の基礎と応用 普及版 (CMC
テクニカルライブラリー:410. ファインケミカル
シリーズ)

角田光雄監修
シーエムシー出
版

571.2||Na 212002212

478 初歩から学ぶ粉体技術
内藤牧男, 牧野
尚夫編著

森北出版 571.2||Sh 212001301



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

479
高分子膜を用いた環境技術 (最先端材料シ
ステムOne Point:6)

高分子学会編集 共立出版 571.4||Ko 212001910

480 はじめての乾燥技術
中村正秋, 立元
雄治著

日刊工業新聞社 571.6||Na 212001677

481 化学工学 (基礎から理解する化学:4) 関実 [ほか] 著
みみずく舎/医学
評論社 (発売)

571||Ka 212001616

482 新編化学工学 架谷昌信監修 共立出版 571||Sh 212001907

483 電池がわかる電気化学入門
渡辺正, 片山靖
共著

オーム社 572.1||Wa 212001579

484 図解革新型蓄電池のすべて
小久見善八, 西
尾晃治監修

オーム社 572.12||Zu 212001581

485
イオン液体 (最先端材料システムOne
Point:2)

高分子学会編集 共立出版 572.23||Io 212001909

486 次亜塩素酸の科学 : 基礎と応用 福崎智司著
米田出版/産業
図書 (発売)

574.5||Fu 212001986

487
新・有機資源化学 : エネルギー・環境問題に
対処する

平野勝巳 [ほか]
著

三共出版 575||Sh 212001931

488
パウダーコーティング技術の開発と応用 普
及版 (CMCテクニカルライブラリー:421. ファイ
ンケミカルシリーズ)

大西和彦監修
シーエムシー出
版

576.85||Pa 212001845

489
初歩のプラスチック : はじめてプラスチックを
学ぶ人のために 新版(通算33版)

飯田惇著 三光出版社 578.4||Id 212001932

490
「機能性プラスチック」のキホン : 欲しい性能
を付与できる進化した有機材料の世界 (イチ
バンやさしい理工系:SBE-017)

桑嶋幹, 久保敬
次著

ソフトバンククリ
エイティブ

578.4||Ku 212001596

491 プラスチック分析入門
西岡利勝, 寶崎
達也編

丸善出版 578.4||Pu 212001281

492
プラスチック再資源化の基礎と応用 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:419. 地球環境シ
リーズ)

プラスチックリサ
イクル化学研究
会監修

シーエムシー出
版

578.4||Pu 212002211

493
シリコーン : 広がる応用分野と技術動向 改
訂版

山谷正明編著 化学工業日報社 578.437||Sh 212001877

494 思いどおりの樹脂部品設計 : ここがポイント!
プロトラブズ著/
水野操編著

日刊工業新聞社 578.46||Om 212001670

495
高分子の基礎知識 : ここだけは押さえておき
たい

東京工業大学国
際高分子基礎研
究センター編著

日刊工業新聞社 578||Ko 212001679

496
高分子材料が一番わかる : 高分子材料の重
要テーマ58材料開発へのヒントを満載 (しくみ
図解:020)

松浦一雄編著 技術評論社 578||Ko 212001898

497 図解でなっとく!接着の基礎と理論 三刀基郷著 日刊工業新聞社 579.1||Mi 212001674

498
バイオサイエンスの光と影 : 生命を囲い込む
組織行動

森岡一著 三和書籍 579.9||Mo 212001933
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499
ナノテクノロジー時代のバイオ分離・計測技
術 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:399.
バイオテクノロジーシリーズ)

馬場嘉信監修
シーエムシー出
版

579.9||Na 212002213

500

微生物機能を活用した革新的生産技術の最
前線 : ミニマムゲノムファクトリーとシステム
バイオロジー 普及版 (CMCテクニカルライブ
ラリー:426. バイオテクノロジーシリーズ)

清水昌[ほか]編
集

シーエムシー出
版

579.97||Bi 212001593

501
発酵・醸造食品の技術と機能性 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:404. 食品シリー
ズ)

北本勝ひこ監修
シーエムシー出
版

588.51||Ha 212001846

502 食品工学
日本食品工学会
編

朝倉書店 588||Sh 212001304

503
食品加工貯蔵学 第2版 (スタンダード栄養・
食物シリーズ:7)

本間清一, 村田
容常編

東京化学同人 588||Sh 212001654

504
調理学 第2版 (スタンダード栄養・食物シリー
ズ:6)

畑江敬子, 香西
みどり編

東京化学同人 596||Ch 212001653

505 地産地消と地域活性化 伊東維年著 日本評論社 601.1||It 212001686

506
世界の農業環境政策 : 先進諸国の実態と分
析枠組みの提案

荘林幹太郎, 木
下幸雄, 竹田麻
里著

農林統計協会 611.1||Sh 212001688

507
地域再生とフードシステム : 6次産業,直売所,
チェーン構築による革新

斎藤修著 農林統計出版 611.46||Sa 212001982

508 やっぱりおもろい!関西農業 高橋信正編著 昭和堂 612.16||Ya 212001951

509 イギリス社会と犬文化 : 階級を中心として 下田尾誠著 開文社出版 645.6||Sh 212002337

510 犬の医学
津曲茂久 [ほか]
監修

時事通信出版局
/時事通信社 (発
売)

645.66||In 212001745

511 猫の医学
津曲茂久 [ほか]
監修

時事通信出版局
/時事通信社 (発
売)

645.66||Ne 212001746

512
森の「恵み」は幻想か : 科学者が考える森と
人の関係 (DOJIN選書:46)

蔵治光一郎著 化学同人 650.1||Ku 212001783

513 日本人が知っておきたい森林の新常識 田中淳夫著 洋泉社 650.4||Ta 212001691

514 Cool wood Japan : 木材のクールな使い方
日本木材青壮年
団体連合会編

海青社 657||Co 212001619

515
日本の水産業は復活できる! : 水産資源争奪
戦をどう闘うか

片野歩著
日本経済新聞出
版社

662.1||Ka 212001981

516
都市を生きぬくための狡知 : タンザニアの零
細商人マチンガの民族誌

小川さやか著 世界思想社 672.456||Og 212002240

517
シェアする道路 : ドイツの活力ある地域づくり
戦略

エルファディン
グ、ズザンネ, 浅
野光行, 卯月盛
夫著

技報堂出版 681.1||El 212001384
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518 駐車場からのまちづくり : 都市再生のために
岸井隆幸 [ほか]
著, 国際交通安
全学会編

学芸出版社 685.4||Ch 212001887

519
遊園地の乗り物と遊びの文化 (交通論おもし
ろゼミナール:8)

澤喜司郎, 齋藤
英智共著

成山堂書店 689.5||Sa 212001302

520 色の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス)
五感教育研究所
編著

日刊工業新聞社 757.3||Ir 212001672

521
音楽はなぜ心に響くのか : 音楽音響学と音
楽を解き明かす諸科学 (音響サイエンスシ
リーズ:4)

山田真司, 西口
磯春編著/永岡
都 [ほか] 共著

コロナ社 760.4||On 212001838


