
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 インフォメーション : 情報技術の人類史
ジェイムズ・グ
リック著/楡井浩
一訳

新潮社 007.2||Gl 213000354

2
パソコンはじめの一歩 : Windows8版
Office2013対応

相澤裕介著 カットシステム 007.6||Ai 213000544

3
オープンソースソフトウェアによる情報リテラ
シー 第2版

内海淳 [ほか] 著 共立出版 007.6||Op 213000409

4 情報セキュリティ (InfoCom Be‐TEXT) 小林吉純著 オーム社 007.609||Ko 213000469

5 コンピュータビジョン : アルゴリズムと応用
Richard Szeliski
著/玉木徹 [ほ
か] 訳

共立出版 007.64||Sz 213000300

6
なんでコンテンツにカネを払うのさ? : デジタ
ル時代のぼくらの著作権入門

岡田斗司夫, 福
井健策著

阪急コミュニ
ケーションズ

021.2||Ok 213000514

7
The Mathematician Sophus Lie : it was the
audacity of my thinking

Arild
Stubhaug/transla
ted from the
Norwegian by
Richard H. Daly

Springer 289||Li 213000467

8
科学技術をよく考える : クリティカルシンキン
グ練習帳

伊勢田哲治 [ほ
か] 編

名古屋大学出版
会

404||Ka 213000532

9 気になる科学 : 調べて、悩んで、考える 元村有希子著 毎日新聞社 404||Mo 213000307

10
理科系のための学会・留学英会話テクニッ
ク

廣岡慶彦著 朝倉書店 407||Hi 213000477

11 離散構造 (現代基礎数学:14) 小島定吉著 朝倉書店 410.8||Ge||14 213000415

12
ヒルベルトの忘れられた問題 (本格数学練
習帳:3)

D.フックス, S.タバ
チニコフ [著]/蟹
江幸博訳

岩波書店 410.8||Ho||3 213000480

13 大学数学ベーシックトレーニング 和久井道久著 日本評論社 410||Wa 213000481

14 意味がわかる線形代数 一樂重雄著 日本評論社 411.3||Ic 213000417

15 ガロワ理論 : 最短コース : 本質を学ぶ 梶原健著 日本評論社 411.73||Ka 213000534

16
多変数解析関数論 : 学部生へおくる岡の連
接定理

野口潤次郎著 朝倉書店 413.58||No 213000533

17 フーリエ・ラプラス解析の基礎 大宮眞弓著 森北出版 413.59||Om 213000545

18 常微分方程式入門 第2版
原惟行, 松永秀
章著

共立出版 413.62||Ha 213000478

19
スバラシク実力がつくと評判のベクトル解析
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 414.7||Ba 213000540
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20 データ・誤差解析の基礎
H.J.C.Berendsen
著/林茂雄, 馬場
凉訳

東京化学同人 417.8||Be 213000416

21 力学 (サーウェイ基礎物理学:1)

R .A. Serway, J.
W. Jewett, Jr.著/
鹿児島誠一, 和
田純夫訳

東京化学同人 420.8||Se||1 213000419

22
ひらめきの物理学 : 身近な物理現象を77の
パズルとパラドックスで解き明かす

マーク・レヴィ著/
森田由子訳

ソフトバンククリ
エイティブ

420||Le 213000301

23 レベル別に学べる物理学 : カラー版 1
末廣一彦 [ほか]
著

丸善出版 420||Re 213000483

24
数理物理学の方法 上 (シュプリンガー数学
クラシックス:第26巻)

R.クーラント, D.ヒ
ルベルト著/藤田
宏, 高見穎郎, 石
村直之訳

丸善出版 421.5||Co||1 213000303

25 物理のためのベクトルとテンソル
ダニエル・フライ
シュ [著]/河辺哲
次訳

岩波書店 421.5||Fl 213000306

26 渦運動の数理的諸相 (連携する数学:2)

坂上貴之著/北
海道大学数学連
携研究センター
編

共立出版 423.84||Sa 213000414

27
スカイツリーから目薬 : 森羅万象をとらえる
数学

関沢正躬著 岩波書店 423||Se 213000479

28 音と人間 (音響入門シリーズ:A-3)
平原達也[ほか]
共著, 日本音響
学会編

コロナ社 424||Ot 213000473

29 電磁気学 1 (新インターユニバーシティ) 藤原修編著 オーム社 427||De||1 213000476

30 分子間力と表面力 第3版
J.N.イスラエルア
チヴィリ著/大島
広行訳

朝倉書店 428.1||Is 213000299

31
わかりやすい電子物性 : はじめて学ぶ電子
工学

上野智雄著 コロナ社 428.4||Ue 213000412

32 化学版これを英語で言えますか?
齋藤勝裕, 増田
秀樹著

講談社 430.7||Sa 213000297

33 大学生の化学 : Introduction
河野博之, 永井
裕己共著

培風館 430||Ka 213000530

34 ティンバーレイク教養の化学

Karen
Timberlake,
William
Timberlake著/渡
辺正, 尾中篤訳

東京化学同人 430||Ti 213000471

35 ズンダール基礎化学

S. S. Zumdahl, D.
J. DeCoste著/大
嶌幸一郎, 花田
禎一訳

東京化学同人 430||Zu 213000470

36 光化学 : 基礎と応用 村田滋著 東京化学同人 431.5||Mu 213000411

37 コンサイス物理化学
D.W. Rogers著/
中村和郎訳

東京化学同人 431||Ro 213000410
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38 失敗から安全を学ぶ化学実験の心得 西脇永敏著 化学同人 432.1||Ni 213000304

39 ビギナーズ有機化学 第2版 川端潤著 化学同人 437.01||Ka 213000309

40
Study guide and student solutions manual :
organic chemistry 8th ed

John
McMurry/prepare
d by Susan
McMurry

Brooks/Cole/東
京化学同人 (発
売)

437.07||Mc 213000543

41 基礎から学ぶ有機化学
伊與田正彦 [ほ
か] 著

朝倉書店 437||Ki 213000539

42 ラプラスの天体力学論 5
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||5 213000391

43 ヴォート生化学 第4版 上

Donald Voet,
Judith G.Voet著/
田宮信雄 [ほか]
訳

東京化学同人 464||Vo||1 213000541

44 ヴォート生化学 第4版 下

Donald Voet,
Judith G.Voet著/
田宮信雄 [ほか]
訳

東京化学同人 464||Vo||2 213000542

45
未来を拓く元素戦略 : 持続可能な社会を実
現する化学 (CSJ Current Review:11)

日本化学会編著 化学同人 501.4||Mi 213000305

46
未来材料を創出するπ 電子系の科学 : 新し
い合成・構造・機能化に向けて (CSJ Current
Review:12)

日本化学会編 化学同人 501.4||Mi 213000531

47
土木・環境系の国際人英語 (土木・環境系コ
アテキストシリーズ:A-3)

井合進, R.Scott
Steedman共著

コロナ社 507.7||Ia 213000482

48
ロバストデザイン : 「不確かさ」に対して頑強
な人工物の設計法

松岡由幸, 加藤
健郎共著

森北出版 509.63||Ma 213000302

49
グリーンネイバーフッド : 米国ポートランドに
みる環境先進都市のつくりかたとつかいかた

吹田良平著 繊研新聞社 518.8||Su 213000355

50
実現可能な気候変動対策 : 政策・経済・技
術・エネルギーのバランス

山口光恒監訳 丸善出版 519.1||Ji 213000472

51
メイク・スペース : スタンフォード大学dスクー
ルが実践する創造性を最大化する「場」のつ
くり方

スコット・ドーリー,
スコット・ウィットフ
ト著/藤原朝子訳

阪急コミュニケー
ションズ

520||Do 213000357

52
静定構造力学編 (例題で学ぶ建築構造力
学:1)

大崎純, 本間俊
雄共著

コロナ社 524.1||Os 213000418

53
演習材料力学 新訂版 (セミナーライブラリ機
械工学:2)

尾田十八, 三好
俊郎共著

サイエンス社 530.8||Se||2 213000308

54 おもしろ話で理解する機械要素入門 坂本卓著 日刊工業新聞社 531.3||Sa 213000474

55 光学機器の基礎 左貝潤一著 森北出版 535.8||Sa 213000372

56
磁気工学の有限要素法 (朝倉電気電子工学
大系:3)

高橋則雄著 朝倉書店 540.8||As||3 213000413

57
電気〈交流回路〉の基礎 : 数学の復習から始
める!

大須賀哲夫, 磯
山利夫著

日刊工業新聞社 541.12||Os 213000358
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58
Webシステムの開発技術と活用方法 (未来へ
つなぐデジタルシリーズ:19. Connection to
the future with digital series)

速水治夫編著/
服部哲 [ほか] 著

共立出版 547.4833||We 213000468

59
チューリングの大聖堂 : コンピュータの創造と
デジタル世界の到来

ジョージ・ダイソン
著/吉田三知世
訳

早川書房 548.2||Dy 213000466

60 アナログ電子回路 (OHM大学テキスト) 永田真編著 オーム社 549.3||An 213000475

61
現場のプロがやさしく書いたFacebookマーケ
ティングの教科書

アライドアーキテ
クツ株式会社ソー
シャルメディア
マーケティングラ
ボ著

マイナビ 675||Ge 213000356


