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1
Rで学ぶデータ・プログラミング入門 :
RStudioを活用する

石田基広著 共立出版 007.6||Is 212005355

2 わかりやすいJava オブジェクト指向入門編 川場隆著 秀和システム 007.64||Ka 212005363

3 わかりやすいJava 入門編 川場隆著 秀和システム 007.64||Ka 212005368

4 Linuxプログラミングインタフェース
Michael Kerrisk
著/千住治郎訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Ke 212005691

5 理科年表 第86冊(平成25年) 東京天文臺編纂 東京天文臺 403.6||Ri||86 212005683

6 数学を哲学する
スチュワート・
シャピロ著/金子
洋之訳

筑摩書房 410.1||Sh 212005670

7 数学の魔法の宝箱
イアン・スチュ
アート著/水谷淳
訳

ソフトバンククリ
エイティブ

410.4||St 212005677

8
逆問題 : 理論および数理科学への応用 (朝
倉数学大系:4)

堤正義著 朝倉書店 410.8||As||4 212005360

9 ガロア理論 (数学のかんどころ:14) 木村俊一著 共立出版 410.8||Su||14 212005354

10 弱点克服大学数学の計算問題 江川博康著 東京図書 410||Eg 212005688

11
スバラシク実力がつくと評判の演習線形代数
キャンパス・ゼミ 改訂1

高杉豊著  411.3||Ta 212005362

12
数論への招待 (シュプリンガー数学クラブ:第
23巻)

加藤和也著 丸善出版 412||Ka 212005687

13
ふたりの微積分 : 数学をめぐる文通からぼく
が人生について学んだこと

スティーブン・スト
ロガッツ [著]/南
條郁子訳

岩波書店 413.3||St 212005684

14
広がりゆくトポロジーの世界 : 言語としてのホ
モトピー論

玉木大著 現代数学社 415.7||Ta 212005352

15 カルマンフィルタの基礎
足立修一, 丸田
一郎共著

東京電機大学出
版局

417.1||Ad 212005539
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16
あたらしい数理最適化 : Python言語とGurobi
で解く

久保幹雄 [ほか]
共著

近代科学社 417||At 212005690

17 数値解析入門 (大学数学の入門:9) 齊藤宣一著 東京大学出版会 418.1||Sa 212005686

18 サイエンス入門 1
リチャード・ムラー
著/二階堂行彦
訳

楽工社 420||Mu||1 212005672

19 サイエンス入門 2
リチャード・ムラー
著/二階堂行彦
訳

楽工社 420||Mu||2 212005673

20 物理学演習 鈴木勝編著 培風館 420||Su 212005522

21 相対論的量子力学 (量子力学選書) 川村嘉春著 裳華房 421.3||Ka 212005351

22
エネルギーの物理学 : 力学、熱力学から統
計力学まで 復刻新版

砂川重信著 河出書房新社 421||Su 212005358

23
重力はなぜ生まれたのか : ヒッグス粒子発見
に至る希代の物理学者たちの重力探求の道

ブライアン・クレッ
グ著/谷口義明訳

ソフトバンククリ
エイティブ

423.6||Cl 212005671

24 表面物性 (現代表面科学シリーズ:3)
日本表面科学会
編

共立出版 428.4||Hy 212005359

25 金属-非金属転移の物理 米沢富美子著 朝倉書店 428.4||Yo 212005357

26 基礎化学実験 第3版
東京大学教養学
部化学部会編

東京化学同人 432||Ki 212005685

27 分析化学の基礎 : 定量的アプローチ
岡田哲男, 垣内
隆, 前田耕治著

化学同人 433||Ok 212005353

28 天文年鑑 2013年版 天文同好會編 新光社 440.5||Te||'13 212005350

29 ラプラスの天体力学論 4
ピエール=シモン・
ラプラス著/竹下
貞雄訳

大学教育出版 441||La||4 212005646

30 東日本大震災の科学
佐竹健治, 堀宗
朗編

東京大学出版会 453.212||Hi 212005361

31
生元素とは何か : 宇宙誕生から生物進化へ
の137億年 (NHKブックス:1197)

道端齊著 NHK出版 464||Mi 212005448

32 計測システム工学の基礎 第3版
西原主計, 山藤
和男, 松田康広
共著

森北出版 501.22||Ni 212005367
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33
低炭素社会を目指して : 要素技術・エネル
ギーシステムから、実現の政策まで : 「低炭
素社会に関する調査研究」研究プロジェクト

鈴置保雄編著
エネルギー・資
源学会/通産資
料出版会 (発売)

501.6||Te 212005694

34 特許法・著作権法 小泉直樹著 有斐閣 507.23||Ko 212005470

35 メイカーズ : 21世紀の産業革命が始まる
クリス・アンダーソ
ン著/関美和訳

NHK出版 509||An 212005371

36
掘削と土留め : 仮設構造物の設計 (考え方
がよくわかる設計実務:4)

大成建設株式会
社土木本部土木
設計部編

インデックス出版 513.4||Ku 212005675

37
トンネルの設計 (考え方がよくわかる設計実
務:7)

大成建設株式会
社土木本部土木
設計部編

インデックス出版 514.91||To 212005674

38 都市計画 第3版 樗木武著 森北出版 518.8||Ch 212005365

39 市民のための景観まちづくりガイド 藤本英子著 学芸出版社 518.8||Fu 212005696

40
地球に残された時間 : 80億人を希望に導く最
終処方箋

レスター・R・ブラ
ウン著/枝廣淳
子, 中小路佳代
子訳

ダイヤモンド社 519.04||Br 212005676

41
重奏する建築 : 文化/歴史/自然のかなたに
建築を想う (TOTO建築叢書:2)

岸和郎著 TOTO出版 520.4||Ki 212005669

42 建築法規 第2版 (建築学の基礎:4)
矢吹茂郎, 加藤
健三著

共立出版 520.8||Ke||4 212005449

43
20世紀建築の発明 : 建築史家と読み解かれ
たモダニズム

アンソニー・ヴィド
ラー著/今村創平
訳

鹿島出版会 523.07||Vi 212005660

44
Wind resistant design of bridges in Japan :
developments and practices : hbk

Yozo Fujino,
Kichiro Kimura,
Hiroshi Tanaka

Springer 524.9||Fu 212005682

45 基礎から学ぶ機械製図
基礎から学ぶ機
械製図編集委員
会編

オーム社 531.98||Ki 212005692

46
コンピュータアーキテクチャ : その組み立て方
と動かし方をつかむ (電気・電子工学基礎シ
リーズ:17)

丸岡章著 朝倉書店 540.8||De||17 212005356

47
メルトダウン : 放射能放出はこうして起こった
(叢書震災と社会)

田辺文也著 岩波書店 543.5||Ta 212005327

48 電力工学 (基本を学ぶ) 安岡康一著 オーム社 543||Ya 212005693

49

よくわかる最新LED照明の基本と仕組み : 電
球形、直管形、スポットライト形、ライン照明
… : LED照明の最新技術 第2版 (How-nual図
解入門)

中島竜興, 福多
佳子著

秀和システム 549.81||Na 212005366
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50 123人の家 Masanori Araki ed
アクタス/日販ア
イ・ピー・エス (発
売)

597||Hy 212005607

51 最新業界地図 2013年版
成美堂出版編集
部編集

成美堂出版 602.1||Sa||'13 212005369

52 よくわかるjQuery Mobileのしくみ
松世麻理子 [ほ
か] 著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ(発売)

694.6||Yo 212005689

53
中の人などいない : @NHK広報のツイートは
なぜユルい?

NHK_PR1号著 新潮社 699.21||Na 212005467

54
人間に勝つコンピュータ将棋の作り方 : あか
ら2010を生み出したアイデアと工夫の軌跡

瀧澤武信 [ほか]
著

技術評論社 796||Ni 212005695


