
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 画像処理(未来へつなぐデジタルシリーズ:28)
大町真一郎 [ほか]
著

共立出版 007.1||Ga 214003800

2 人工知能の方法 : ゲームからWWWまで 伊庭斉志著 コロナ社 007.13||Ib 214003832

3 東大准教授に教わる「人工知能って、そんなこと
までできるんですか?」

松尾豊, 塩野誠
著

KADOKAWA 007.13||Ma 214003823

4 Cによる情報処理入門
阿曽弘具編著/
阿曽弘具 [ほか]
執筆

共立出版 007.6||Cn 214003788

5 情報セキュリティ入門 : 情報倫理を学ぶ人のた
めに 改訂版

会田和弘著 共立出版 007.609||Jo 214003820

6 大規模データのマイニング
Anand Rajaraman,
Jeffrey David Ullman著
/岩野和生, 浦本直彦訳

共立出版 007.609||Ra 214003819

7 データサイエンス講義
レイチェル・シャット,
キャシー・オニール著/
瀬戸山雅人 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.609||Sc 214003825

8 スッキリわかるJava入門 第2版 [入門編]
中山清喬, 国本大悟
著 インプレス 007.64||Na 214003792

9 正しいリスクの伝え方 : 放射能、風評被害、水、
魚、お茶から牛肉まで

小島正美著
エネルギー
フォーラム

070.14||Ko 215000072

10 科学革命(サイエンス・パレット:019)
Lawrence M. Principe
著/菅谷暁, 山田俊弘
訳

丸善出版 080||Sa||019 214003818

11 高木貞治とその時代 : 西欧近代の数学と日本 高瀬正仁著
東京大学出版
会

289.1||Ta 214003831

12 戦略的データサイエンス入門 : ビジネスに活か
すコンセプトとテクニック

フォスター・プロヴォ
スト, トム・フォーセッ
ト著/古畠敦 [ほか]
訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

336.17||Pr 214003815

13 内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己
分析・自己PR : 完全版 [2016年度版]

坂本直文著 高橋書店 377.9||Sa||'16 214003833

14 理科年表 机上版 第88冊(平成27年) 東京天文台編纂 丸善 403.6||Ri||88 214003835

15 科学・技術と現代社会 上 池内了 [著] みすず書房 404||Ik||1 214003795

16 科学・技術と現代社会 下 池内了 [著] みすず書房 404||Ik||2 214003813
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17 NHK考えるカラス : 「もしかして?」からはじまる楽
しい科学の考え方

NHK「考えるカラス」
制作班編 NHK出版 407||Nh 214003810

18 ノイマン・ゲーデル・チューリング(筑摩選書:0102) 高橋昌一郎著 筑摩書房 410.28||Ta 214003803

19 不完全性定理 菊池誠著 共立出版 410.9||Ki 214003811

20 はじめての線形代数学 : 工学基礎
佐藤和也, 只野裕一,
下本陽一著 講談社 411.3||Sa 214003797

21 岩澤理論とその展望 上(岩波数学叢書) 落合理著 岩波書店 412.2||Oc||1 214003826

22
Prime numbers and computer methods for
factorization 2nd ed : pbk(Modern Birkhäuser
classics)

Hans Riesel

Birkhä
user/Springer
Science+Busine
ss Media

412||Ri 214003783

23
スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャンパ
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2

馬場敬之著 マセマ出版社 413.52||Ba 214003796

24 岡潔多変数関数論の建設(大数学者の数学:12) 大沢健夫著 現代数学社 413.58||Os 214003827

25 フーリエ解析とその応用 : 工学基礎 新訂版(新・
工科系の数学:TKM-7)

畑上到著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

413.59||Ha 214003793

26 Think Bayes : プログラマのためのベイズ統計入
門

アレン・B・ダウニー著
/黒川利明訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

417||Do 214003802

27 横浜発確率・統計入門 今野紀雄 [ほか] 著 産業図書 417||Yo 214003794

28 場の量子論 : 不変性と自由場を中心にして(量子
力学選書)

坂本眞人著 裳華房 421.3||Sa 215000047

29 基礎化学実験 改訂第4版
広島大学総合科学部
化学系編 大学教育出版 432||Ki 214003789

30 X線結晶構造解析入門 : 強度測定からCIF投稿
まで

大場茂, 植草秀裕著 化学同人 433.57||Ob 214003897

31 恐竜の骨をよむ : 古脊椎動物学の世界(講談社
学術文庫:[2249])

犬塚則久 [著] 講談社 457.87||In 214003834

32
バイオ画像解析手とり足とりガイド : バイオイメー
ジングデータを定量して生命の形態や動態を理
解する!

小林徹也, 青木一洋
編

羊土社 460.7||Ba 214003807

33 Prof.佐谷 (さや) のバイオ論文はこう書く 佐谷秀行著
学研メディカル秀潤社/学研
マーケティング (発売) 460.7||Sa 214003805

34 バイオ試薬調製ポケットマニュアル : 欲しい試薬
がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント 改訂

田村隆明著 羊土社 460.75||Ta 215000050



35 電子顕微鏡で見るミクロの世界 : ビジュアルブッ
ク(NEWTONムック)(ニュートン別冊)

西永奨写真 ニュートンプレス 460.87||De 214003782

36 キャンベル生物学
Jane B. Reece [ほか
著]/池内昌彦 [ほか
訳]

丸善出版 460||Ky 215000009

37 生体分子の統計力学入門 : タンパク質の動きを
理解するために

ダニエル M. ズッカー
マン著/藤崎弘士, 藤
崎百合訳

共立出版 464.2||Zu 215000046

38 抗ペプチド抗体ベーシック : 立体構造情報から
抗原を設計する(細胞工学:別冊)

大海忍著

学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング
(発売)

464.25||Ou 214003822

39 クーパー生物物理化学 : 生命現象への新しいア
プローチ

Alan Cooper著/有坂
文雄訳 化学同人 464||Co 214003799

40 進化とは何か : ドーキンス博士の特別講義
リチャード・ドーキンス
著/吉成真由美編・訳 早川書房 467.5||Da 215000065

41 しくみと原理で解き明かす植物生理学 佐藤直樹著 裳華房 471.3||Sa 214003806

42 生物から見た世界(岩波文庫:青(33)-943-1)
ユクスキュル, クリサート
著/日高敏隆, 羽田節子
訳

岩波書店 481||Ue 215000030

43 裏山の奇人 : 野にたゆたう博物学(フィールドの
生物学:14)

小松貴著 東海大学出版部 486||Ko 214003814

44 頭がよくなる遺伝子はあるのか? : 東大超人気講
義(静山社文庫:[い5-1])

石浦章一著 静山社 491.69||Is 214003801

45 放射線防護マニュアル : 安全・安心な放射線診
断・治療を求めて 第3版

草間朋子, 小野孝二著
日本医事新報
社

492.4||Ku 215000015

46 原子力災害に学ぶ放射線の健康影響とその対
策

長瀧重信著 丸善出版 493.195||Na 215000017

47 低線量被ばくKEY BOOK : 正しい知識で深く理解
する!

中川恵一編著 メディカルアイ 493.195||Te 215000014

48 放射線障害の防止に関する法令 : 概説と要点
改訂10版

日本アイソトープ協会編
集

日本アイソトー
プ協会/丸善出
版 (発売)

498.12||Ho 215000002

49 計測工学 新版 鈴木亮輔 [ほか] 著 朝倉書店 501.22||Ke 214003824

50 固体力学の基礎(機械工学テキスト選書:1) 田中英一著 共立出版 501.3||Ta 215000048

51 材料力学 第3版新装版
黒木剛司郎, 友田陽
共著 森北出版 501.32||Ku 215000103

52 「科学ブーム」の構造 : 科学技術が神話を生み
だすとき

五島綾子 [著] みすず書房 502||Go 214003828



53 都市計画 4訂版(土木系大学講義シリーズ:17) 新谷洋二 [ほか] 著 コロナ社 510.8||Do||17 214003809

54 都市計画総論
磯部友彦 [ほか] 共
著 鹿島出版会 518.8||To 214003790

55 批判的工学主義の建築 : ソーシャル・アーキテク
チャをめざして

藤村龍至著 NTT出版 520.4||Fu 214003808

56 「図解」建築の構造と構法 改訂版 鈴木秀三編/岩下陽市 [ほか]
著 井上書院 524||Zu 215000049

57 振動工学の基礎 新装版
岩壺卓三, 松久寛編著/
井上喜雄 [ほか] 共著 森北出版 531.18||Sh 214003812

58 放射線と現代生活 : マリー・キュリーの夢を求め
て

アラン・E・ウォルター
著/高木直行, 千歳敬
子共訳

ERC出版 539.6||Wa 215000008

59 放射線安全取扱の基礎 : アイソトープからX線・
放射光まで 第3版増訂版

西澤邦秀, 飯田孝夫
編

名古屋大学出
版会

539.68||Ho 215000039

60 原発事故と放射線のリスク学 中西準子著 日本評論社 539.68||Na 215000016

61 電気回路の基礎 新版 曽根悟, 檀良著 朝倉書店 541.1||So 214003821

62 ディジタル時代の電気電子計測基礎 松本佳宣著 コロナ社 541.5||Ma 214003798

63 電気機械工学 改訂版 [並装]
天野寛徳, 常広譲執
筆委員/電気学会通
信教育会 [編]

電気学会/オー
ム社 (発売)

542||De 214003784

64 信号・システム理論の基礎 : フーリエ解析, ラプ
ラス変換, z変換を系統的に学ぶ

足立修一著 コロナ社 547.1||Ad 214003791

65 コンピュータネットワーク概論(未来へつなぐデジ
タルシリーズ:27)

水野忠則 [ほか] 著 共立出版 547.483||Ko 214003829

66 ディジタルコンピューティングシステム 新版 亀山充隆著 朝倉書店 548.2||Ka 214003896

67 Raspberry Piクックブック(Make: projects)
サイモン・モンク著/
水原文訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

548.29||Mo 214003817

68 やさしく学べる制御工学 新版
今井弘之, 竹口知男,
能勢和夫共著 森北出版 548.3||Im 214003804

69 半導体デバイス入門 : その原理と動作のしくみ
(新・電子システム工学:TKR-6)

柴田直著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

549.8||Sh 214003830

70 基礎粉体工学
日高重助, 神谷秀博
編著

日刊工業新聞
社

571.2||Ki 214003816



71 論文ゼミナール 佐々木健一著
東京大学出版
会

816.5||Sa 214003787
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