
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 オートマトン・言語理論 第2版 富田悦次, 横森貴共著 森北出版 007.1||To 213004795

2
アルゴリズムイントロダクション : 世界標準
MIT教科書 第3版, 総合版

T. コルメン [ほか] 共著/浅野
哲夫 [ほか] 共訳

近代科学社 007.64||Ar 213004770

3
Rグラフィックスクックブック : ggplot2による
グラフ作成のレシピ集

Winston Chang著/石井弓美
子 [ほか] 訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

007.64||Ch 213004747

4
ニールス・ボーアは日本で何を見たか : 量
子力学の巨人、一九三七年の講演旅行

長島要一著 平凡社 289.3||Bo 213004754

5 チューリング : 情報時代のパイオニア
B・ジャック・コープランド著/服
部桂訳

NTT出版 289.3||Tu 213004750

6
これからデータ分析を始めたい人のための
本

工藤卓哉著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

336.17||Ku 213004870

7
科学をいまどう語るか : 啓蒙から批評へ (岩
波現代全書:019)

尾関章著 岩波書店 404||Oz 213004804

8 数学用語英和辞典 蟹江幸博編 近代科学社 410.33||Su 213004748

9
チューリングと超 (メタ) パズル : 解ける問題
と解けない問題

田中一之著 東京大学出版会 410.79||Ta 213004746

10 多変数関数論 (数学のかんどころ:21) 若林功著 共立出版 410.8||Su||21 213004805

11
数学記号を読む辞典 : 数学のキャラクター
たち (知の扉シリーズ)

瀬山士郎著 技術評論社 410||Su 213004767

12
線形代数講義 : 行列のヒミツがわかる!使え
る!

梶原健著 日本評論社 411.3||Ka 213004808

13 線型代数学周遊 : 応用をめざして 松谷茂樹著 現代数学社 411.3||Ma 213004769

14
科学者・技術者のための基礎線形代数と固
有値問題

柴田正和著 森北出版 411.3||Sh 213004807

15
数の体系 : 解析の基礎 (シュプリンガー数
学クラシックス:第28巻)

E・ランダウ著/蟹江幸博訳 丸善出版 413.1||La 213004656

16 徹底攻略微分積分 改訂版 真貝寿明著 共立出版 413.3||Sh 213004806

17
Theory of functionals and of integral and 
integro-differential equations (Dover 
phoenix editions)

Vito Volterra/with a preface 
by Griffith C. Evans [and] a 
biography of Vito Volterra 
and a bibliography of his 
published works by Sir 
Edmund Whittaker

Dover 
Publications

413.3||Vo 213004886
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18
スバラシク実力がつくと評判のラプラス変換
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 413.56||Ba 213004772

19
楕円関数と仲良くなろう : 微分方程式の解
の全体像を求めて

四ツ谷晶二, 村井実著 日本評論社 413.57||Yo 213004749

20 基礎から学ぶ微分方程式 梅野高司 [ほか] 著 共立出版 413.6||Ki 213004799

21 確率の出現
イアン・ハッキング著/広田す
みれ, 森元良太訳

慶應義塾大学出
版会

417.1||Ha 213004753

22 Excelでやさしく学ぶ統計解析2013
石村貞夫, 劉晨, 石村友二郎
著

東京図書 417||Is 213004766

23
シグナル&ノイズ : 天才データアナリストの
「予測学」

ネイト・シルバー著/川添節子
訳

日経BP社/日経
BPマーケティング 
(発売)

417||Si 213004933

24
素粒子論はなぜわかりにくいのか : 場の考
え方を理解する (知の扉シリーズ)

吉田伸夫著 技術評論社 429.6||Yo 213004768

25 大学で学ぶ化学 川瀬雅也, 山川純次著 化学同人 430||Ka 213004777

26 ケンケル化学の基礎 John Kenkel著/千原秀昭訳 東京化学同人 430||Ke 213004864

27 理工系の基礎化学 中村潤児, 神原貴樹著 化学同人 430||Na 213004776

28 詳解量子化学の基礎 類家正稔著
東京電機大学出
版局

431.19||Ru 213004774

29
電池はどこまで軽くなる? : くらしを支える電
子とイオン

立間徹 [ほか] 著/電気化学
会編

丸善出版 431.7||De 213004796

30 基礎から学ぶ有機合成
Laurie S. Starkey著/伊藤喬
訳

東京化学同人 434||St 213004851

31
水の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエン
ス)

神崎愷著 日刊工業新聞社 435.44||Ka 213004865

32 無機化学 (基礎化学コース)
平野眞一著/井上晴夫 [ほ
か] 編

丸善出版 435||Mu 213004775

33
ケプラーとガリレイ : 書簡が明かす天才たち
の素顔

トーマス・デ・パドヴァ著/藤川
芳朗訳

白水社 440.2||De 213004803

34 銀河 : その構造と進化
スティーヴン・フィリップス著/
竹内努訳

日本評論社 443.6||Ph 213004755

35 宇宙が始まる前には何があったのか?
ローレンス・クラウス著/青木
薫訳

文藝春秋 443.9||Kr 213004871

36 Quantum GIS入門 今木洋大編著 古今書院 448.9||Im 213004773
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37 川の誕生 (水辺と人の環境学:上) 小倉紀雄 [ほか] 編 朝倉書店 452.94||Mi||1 213004648

38 人々の生活と水辺 (水辺と人の環境学:中) 小倉紀雄 [ほか] 編 朝倉書店 452.94||Mi||2 213004649

39 川から海へ (水辺と人の環境学:下) 小倉紀雄 [ほか] 編 朝倉書店 452.94||Mi||3 213004650

40 工業熱力学の基礎と要点 中山顕, 桑原不二朗著 共立出版 501.26||Na 213004798

41
トコトンやさしい非在来型化石燃料の本 
(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

藤田和男編著/高橋明久 [ほ
か] 著

日刊工業新聞社 501.6||To 213004797

42
土木材料学 (土木・環境系コアテキストシ
リーズ:B-2)

中村聖三, 奥松俊博著 コロナ社 511.4||Na 213004852

43 土木計画学 : 社会資本整備とマネジメント
伊豆原浩二, 嶋田喜昭共編/
川本義海 [ほか] 著

オーム社 513.1||Do 213004810

44
CIMが2時間でわかる本 : コンストラクション・
インフォメーション・モデリング : 3Dで土木イ
ンフラの造り方はこう変わる

家入竜太著 日経BP社 513.1||Ie 213004757

45
土木計画学 (土木・環境系コアテキストシ
リーズ:E-1)

奥村誠著 コロナ社 513.1||Ok 213004756

46
河川工学 (土木・環境系コアテキストシリー
ズ:D-3)

竹林洋史著 コロナ社 517||Ta 213004809

47
形の合成に関するノート/都市はツリーでは
ない (SD選書:263)

クリストファー・アレグザンダー
著/稲葉武司訳/クリスト
ファー・アレグザンダー著/押
野見邦英訳

鹿島出版会 525.1||Al 213004862

48 電気のしくみ : 発電・送電・電力システム 佐藤義久著 丸善出版 540||Sa 213004869

49
電気電子回路 : アナログ・ディジタル回路 (ロ
ボティクスシリーズ:2)

杉山進, 田中克彦, 小西聡共
著

コロナ社 541.1||Su 213004800

50 電気・電子計測 第3版 阿部武雄, 村山実共著 森北出版 541.5||Ab 213004867

51 電気・電子計測入門 新版 中本高道著 実教出版 541.5||Na 213004783

52
基礎電気電子計測 (電気・電子工学ライブラ
リ:UKE-A4)

信太克規著
数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

541.5||Sh 213004782

53
電気材料基礎論 (新・電気システム工
学:TKE-12)

小田哲治著
数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

541.6||Od 213004784

54 省レアアース・脱レアアースモータ 松井信行編著 日刊工業新聞社 542.13||Sh 213004801

55
歴史を学べば未来は拓ける : 火力発電の歴
史

火力原子力発電技術協会編
火力原子力発電
技術協会/オーム
社 (発売)

543.4||Re 213004802
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56 よくわかる発変電工学 箕田充志 [ほか] 著 電気書院 543||Yo 213004868

57 Excelで学ぶディジタル信号処理の基礎
深山幸穂, 深山理, 深山覚共
著

コロナ社 547.1||Fu 213004780

58 やさしい信号処理 : 原理から応用まで 三谷政昭著 講談社 547.1||Mi 213004781

59 通信工学概論 第3版
山下不二雄, 中神隆清, 中津
原克己共著

森北出版 547||Ya 213004785

60 半導体デバイス工学 (OHM大学テキスト) 大村泰久編著 オーム社 549.8||Ha 213004786

61 パワーエレクトロニクス入門 改訂5版 大野榮一, 小山正人共編 オーム社 549.8||Pa 213004752

62
世界を底から変える力 : 「化学」を自由に使
いこなす方法

長谷川靖哉著 化学工業日報社 570||Ha 213004866

63 化学物質のリスク評価がわかる本 化学物質評価研究機構著 丸善出版 574||Ka 213004863

64
トコトンやさしい燃焼学の本 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

久保田浪之介著 日刊工業新聞社 575.1||Ku 213004778

65
トコトンやさしい炭素繊維の本 (B&Tブックス. 
今日からモノ知りシリーズ)

平松徹編著 日刊工業新聞社 578.6||Hi 213004779

66 木材と文明
ヨアヒム・ラートカウ著/山縣光
晶訳

築地書館 657.023||Ra 213004771


