
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 理系ジェネラリストへの手引き : いま必要とされ
る知とリテラシー

岡村定矩 [ほか]
編

日本評論社 002.7||Ri 215001376

2 基礎情報学のヴァイアビリティ : ネオ・サイバネ
ティクスによる開放系と閉鎖系の架橋

西垣通 [ほか]
編

東京大学出版
会

007.04||Ki 215000833

3 クラウドを支えるこれからの暗号技術 光成滋生著 秀和システム 007.1||Mi 215000727

4 アンダースタンディングコンピュテーション : 単
純な機械から不可能なプログラムまで

Tom Stuart著/笹
井崇司訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.1||St 215000843

5 暗号技術入門 : 秘密の国のアリス 第3版 結城浩著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.1||Yu 215001672

6 入門機械学習による異常検知 : Rによる実践ガ
イド

井手剛著 コロナ社 007.13||Id 215000773

7 人工知能は人間を超えるか : ディープラーニン
グの先にあるもの(角川EPUB選書:021)

松尾豊 [著] KADOKAWA 007.13||Ma 215001289

8 ロボットの悲しみ : コミュニケーションをめぐる人
とロボットの生態学

岡田美智男, 松本
光太郎編著/麻生
武, 小嶋秀樹, 浜田
寿美男著

新曜社 007.13||Ro 215001624

9 情報論的学習とデータマイニング(数理工学ライ
ブラリー:3)

山西健司著 朝倉書店 007.13||Ya 215000835

10 情報倫理 : ネット時代のソーシャル・リテラシー
高橋慈子 [ほか]
著

技術評論社 007.3||Jo 215001467

11 2045年問題 : コンピュータが人類を超える日(廣
済堂新書:026)

松田卓也著 廣済堂出版 007.3||Ma 215001659

12 ネットが生んだ文化(カルチャー) : 誰もが表現
者の時代(角川インターネット講座:04)

川上量生監修 KADOKAWA 007.3||Ne 215001611

13 ビッグデータの罠(新潮選書) 岡嶋裕史著 新潮社 007.3||Ok 215001612

14 パーソナルデータの衝撃 : 一生を丸裸にされる
「情報経済」が始まった

城田真琴著 ダイヤモンド社 007.3||Sh 215001346

15 アップルのデザイン戦略 : カリスマなき後も「愛
される理由」

日経デザイン編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.35||Ap 215001636

16 ツイッター創業物語 : 金と権力、友情、そして裏
切り

ニック・ビルトン著/伏
見威蕃訳

日本経済新聞
出版社

007.35||Bi 215001616
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17 ドラッカーさんに教わったIT技術者が変わる50
の習慣

恒川裕康著 秀和システム 007.35||Ts 215001630

18 SEO対策のためのWebライティング実践講座 鈴木良治著 技術評論社 007.5||Su 215001623

19 検索エンジン自作入門 : 手を動かしながら見渡
す検索の舞台裏

山田浩之, 末永
匡著

技術評論社 007.58||Ya 215001465

20 情報活用の「眼」 : データ収集・分析, そしてプレ
ゼンテーション

菊地登志子, 根
市一志, 半田正
樹著

共立出版 007.6||Ki 215001326

21 コンピュータ概論 : 情報システム入門 第6版
魚田勝臣編著/
渥美幸雄 [ほか]
著

共立出版 007.6||Ko 215001613

22 人文・社会科学のためのテキストマイニング 改
訂新版

松村真宏, 三浦
麻子著

誠信書房 007.6||Ma 215001426

23 入門ソーシャルデータ : ソーシャルウェブのデー
タマイニング 第2版

マシュー・A・ラッ
セル著/長尾高
弘訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.6||Ru 215001638

24 ゼロからはじめる情報リテラシー : 電子メール
からグループウェアまで

高橋尚子著 技術評論社 007.6||Ta 215001469

25 絵で見てわかるシステムパフォーマンスの仕組
み

小田圭二 [ほか]
著

翔泳社 007.609||Ed 215001633

26 情報セキュリティ入門 第3版 羽室英太郎著
慶應義塾大学
出版会

007.609||Ha 215001618

27 SQL : ゼロからはじめるデータベース操作(プロ
グラミング学習シリーズ)

ミック著 翔泳社 007.609||Mi 215001632

28 Chef実践入門 : コードによるインフラ構成の自
動化(Web+DB Pressプラスシリーズ)

吉羽龍太郎 [ほ
か] 著

技術評論社 007.61||Ch 215001620

29 絵で見てわかるITインフラの仕組み(DB
selection)

山崎泰史 [ほか]
著

翔泳社 007.61||Ed 215001429

30 なぜ、システム開発は必ずモメるのか? : 49のト
ラブルから学ぶプロジェクト管理術

細川義洋著
日本実業出版
社

007.61||Ho 215001617

31 Gradle徹底入門 : 次世代ビルドツールによる自
動化基盤の構築

綿引琢磨 [ほか]
著

翔泳社 007.63||Gr 215000840

32 文科系学生のためのデータ分析とICT活用
森園子, 二宮智
子著

共立出版 007.63||Mo 215001399

33 入社1年目のエクセル仕事術 中山真敬著 秀和システム 007.63||Na 215001631

34 GitHub実践入門 : Pull Requestによる開発の変
革(Web+DB Pressプラスシリーズ)

大塚弘記著 技術評論社 007.63||Ot 215001619



35 たった1日で即戦力になるExcelの教科書 吉田拳著 技術評論社 007.63||Yo 215001621

36 世界の文字と記号の大図鑑 : Unicode 6.0の全
グリフ

ヨハネス・ベルガー
ハウゼン, シリ・ポ
アランガン著

研究社 007.635||Be 215000837

37 C++テンプレートテクニック : 簡潔で再利用しや
すいコードのためのC++活用術 第2版

επιστημ
η, 高橋晶著

SBクリエイティ
ブ

007.64||Cp 215001628

38
Javaプログラマーなら習得しておきたいJava SE
8実践プログラミング : 新機能を一挙に解
説!(Impress top gear)

Cay S.
Horstmann著/
柴田芳樹訳

インプレス 007.64||Ho 215001637

39 Javaエンジニア養成読本 : 現場で役立つ最新
知識、満載!(Software design plusシリーズ)

きしだなおき [ほ
か] 著

技術評論社 007.64||Ja 215001622

40 Effective Ruby : あなたのRubyをより輝かせる
48の特別な方法

Peter J. Jones
著/長尾高弘訳

翔泳社 007.64||Jo 215000820

41
裏口からのC#実践入門 : バッドノウハウを踏み
越えて本物へ!! : 良くない誘惑をはねのけて真
の実力を身につけるために

川俣晶著 技術評論社 007.64||Ka 215001466

42 Pythonプロフェッショナルプログラミング 第2版 ビープラウド著 秀和システム 007.64||Py 215001490

43 Cython : Cとの融合によるPythonの高速化
Kurt W. Smith著
/長尾高弘訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Sm 215000740

44 プログラミング言語C++ 第4版
ビャーネ・ストラ
ウストラップ著/
柴田望洋訳

SBクリエイティ
ブ

007.64||St 215000942

45 10倍ラクするIllustrator仕事術 : ベテランほど知
らずに損してる効率化の新常識 増強改訂版

鷹野雅弘, 茄子
川導彦, 鈴木と
もひろ著

技術評論社 007.64||Ta 215001427

46 絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 高橋京介著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ta 215001629

47 ほんきで学ぶAndroidアプリ開発入門 : Android
Studio、Android SDK5対応

寺園聖文著 翔泳社 007.64||Te 215001634

48 プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリ
ズムとデータ構造

渡部有隆著 マイナビ 007.64||Wa 215000824

49 C言語プログラミングなるほど実験室 : コン
ピュータのしくみがよくわかる!

矢沢久雄著 技術評論社 007.64||Ya 215001472

50 かたち創造の百科事典
かたち創造の百
科事典編集委員
会編

丸善出版 007.642||Ka 215001012

51 入門コンピュータ科学 : ITを支える技術と理論
の基礎知識

J. Glenn
Brookshear著/
神林靖, 長尾高
弘訳

Kadokawa 007||Br 215000832

52 敗者の読書術 : 圧倒的な力の差をくつがえす
発想法

高橋弘樹著 主婦の友社 019.12||Ta 215001300



53 デザイン入門教室 : 特別講義 : 確かな力を身
に付けられる学び、考え、作る授業

坂本伸二著
SBクリエイティ
ブ

021.4||Sa 215001626

54 4億年を生き抜いた昆虫(ベスト新書:480. ヴィ
ジュアル新書)

岡島秀治著 ベストセラーズ 080||Be||480 215000728

55 入門たのしい植物学 : 植物たちが魅せるふしぎ
な世界(ブルーバックス:B-1539)

田中修著 講談社 080||Bu||1539 215001296

56
小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 : 太陽系と
生命の起源を探る壮大なミッション(ブルーバッ
クス:B-1887)

山根一眞著 講談社 080||Bu||1887 215001297

57 ABO血液型がわかる科学(岩波ジュニア新
書:811)

山本文一郎著 岩波書店 080||Iw||811 215000971

58 宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議(講談社
現代新書:2226)

吉田たかよし著 講談社 080||Ko||2226 215001298

59 SFを実現する : 3Dプリンタの想像力(講談社現
代新書:2265)

田中浩也著 講談社 080||Ko||2265 215001299

60 海洋生物学 : 地球を取りまく豊かな海と生態系
(サイエンス・パレット:022)

Philip
V.Mladenov著/
窪川かおる訳

丸善出版 080||Sa||022 215001387

61 食 : 90億人が食べていくために(サイエンス・パ
レット:025)

John Krebs著/
伊藤佑子, 伊藤
俊洋共訳

丸善出版 080||Sa||025 215000714

62 幹細胞と再生医療(サイエンス・パレット:026) 中辻憲夫著 丸善出版 080||Sa||026 215000722

63 ロボット革命 : なぜグーグルとアマゾンが投資
するのか(祥伝社新書:394)

本田幸夫 [著] 祥伝社 080||Sh||394 215001653

64 感性的思考 : 理系・文系の壁を超える発想のた
めに

長島知正著
東海大学出版
会

141.2||Na 215001352

65 東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 :
想定外の時代を生き抜くためのヒント

上田正仁著 ブックマン社 141.5||Ue 215001530

66 判断推理がみるみるわかる!解法の玉手箱 改
訂版(公務員試験)

資格試験研究会
編

実務教育出版 317.4||Ha 215001480

67 数的推理がみるみるわかる!解法の玉手箱 改
訂版(公務員試験)

資格試験研究会
編

実務教育出版 317.4||Su 215001481

68 イノベーションの誤解 鷲田祐一著
日本経済新聞
出版社

336.17||Wa 215001367

69
東大物理学者が教える「伝える力」の鍛え方 : 3
ステップで確実に「力」がつく集中講義(知と学び
のシリーズ)

上田正仁著 ブックマン社 361.454||Ue 215001531

70 本気で5アンペア : 電気の自産自消へ 斎藤健一郎著 コモンズ 365||Sa 215001514



71 パッと引けてしっかり使える介護用語ポケット辞
典

林滋監修 成美堂出版 369.033||Pa 215001615

72 世界一わかりやすい介護 : 業界のしくみとなが
れ 第4版

イノウ編著 ソシム 369.26||Se 215001527

73 現代科学史大百科事典
John L.Heilbron
[編]/久村典子
翻訳

朝倉書店 402||Ge 215000834

74 ヒッグスを超えて : ポスト標準理論の素粒子物
理学(別冊日経サイエンス:203)

日経サイエンス
編集部編

日経サイエンス
/日本経済新聞
出版社 (発売)

405||Be||203 215001368

75 科学論文はこう作る! : 作成ツール使いこなし術 児島将康著 中外医学社 407||Ko 215000782

76 はじめての研究生活マニュアル : 解消します!理
系大学生の疑問と不安

西澤幹雄著 化学同人 407||Ni 215001459

77 数学史の小窓 中村滋著 日本評論社 410.2||Na 215001373

78 面白くて眠れなくなる数学者たち 桜井進著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

410.2||Sa 215001384

79 どんな数にも物語がある : 驚きと発見の数学
アレックス・ベロ
ス著/水谷淳訳

SBクリエイティ
ブ

410.4||Be 215001487

80 データを正しく見るための数学的思考 : 数学の
言葉で世界を見る

ジョーダン・エレ
ンバーグ著/松
浦俊輔訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

410.4||El 215000717

81 丸い三角関数(数学ガールの秘密ノート) 結城浩著
SBクリエイティ
ブ

410.4||Yu 215001486

82 微分を追いかけて(数学ガールの秘密ノート) 結城浩著
SBクリエイティ
ブ

410.4||Yu 215001488

83 迷路の中のウシ : 数学探検コレクション
イアン・スチュ
アート原著/川辺
治之訳

共立出版 410.79||St 215001323

84 循環するハミルトニアン(朝倉数学大系:8. 楕円
型方程式と近平衡力学系:上)

鈴木貴, 大塚浩
史著

朝倉書店 410.8||As||8 215000970

85 曲線・曲面の微分幾何(共立講座 数学探検:8) 田崎博之著 共立出版 410.8||Ta 215000966

86 スペクトル幾何(共立講座 数学の輝き:3)
浦川肇著/新井
仁之 [ほか] 編

共立出版 410.8||Ur 215000962

87 あいまいさの数理(リスク工学シリーズ:5) 遠藤靖典著 コロナ社 410.9||En 215000776

88 コンピュータは数学者になれるのか? : 数学基
礎論から証明とプログラムの理論へ

照井一成著 青土社 410.96||Te 215001482



89 大学新入生のための基礎数学 桑野泰宏著 コロナ社 410||Ku 215001400

90 掟破りの数学 : 手強い問題の解き方教えます
Sanjoy Mahajan
著/穴田浩一, 柳
谷晃訳

共立出版 410||Ma 215001398

91 東大の入試問題で「数学的センス」が身につく 時田啓光著
日本実業出版
社

410||To 215001369

92 大学新入生のための線形代数 : 基礎と実践 疋田瑞穂著 現代数学社 411.3||Hi 215001463

93 これだけはつかみたい線形代数
来嶋大二, 田中
広志, 小畑久美
著

共立出版 411.3||Ki 215001324

94 行列とベクトルのはなし : 線形代数の基礎 改
訂版

大村平著
日科技連出版
社

411.35||Om 215001496

95 これだけはつかみたい微分積分
来嶋大二, 田中
広志, 小畑久美
著

共立出版 413.3||Ki 215001325

96 複素解析入門 第2版
原惟行, 松永秀
章著

共立出版 413.52||Ha 215001322

97 楕円関数概観 : 楕円積分から虚数乗法まで 三宅克哉著 共立出版 413.57||Mi 215000964

98 多変数複素関数論を学ぶ 倉田令二朗著 日本評論社 413.58||Ku 215001372

99
こんなに便利な指数・対数・ベクトル : 実例で基
礎からよくわかる!(ニュートン別冊)(NEWTON
ムック)

ニュートンプレ
ス

413.59||Ko 215001317

100 求積法のさきにあるもの : 微分方程式は解ける 磯崎洋著 数学書房 413.6||Is 215001538

101 理系の言葉 : 微小量の魅力
土岐博, 兼松泰
男著

大阪大学出版
会

413.6||To 215001521

102 反応拡散方程式 柳田英二著
東京大学出版
会

413.63||Ya 215000963

103 工学系の数学解析
八木厚志, 森田
浩著

大阪大学出版
会

413||Ya 215001522

104 多角形百科
細矢治夫, 宮崎
興二編

丸善出版 414.12||Ho 215000967

105 曲線と曲面 : 微分幾何的アプローチ 改訂版
梅原雅顕, 山田
光太郎共著

裳華房 414.7||Um 215001477

106 美しい幾何学
Eli Maor, Eugen
Jost [原著]/稲葉
芳成 [ほか] 訳

丸善出版 414||Ut 215001451



107 データ分析プロセス(シリーズUseful R:2) 福島真太朗著 共立出版 417.08||Sh||2 215000721

108 確率と確率過程 : 具体例で学ぶ確率論の考え
方

柳瀬眞一郎著 森北出版 417.1||Ya 215000724

109 統計クイックリファレンス
Sarah Boslaugh
著/黒川利明
[ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

417||Bo 215000829

110 基礎からのベイズ統計学 : ハミルトニアンモン
テカルロ法による実践的入門

豊田秀樹編著 朝倉書店 417||Ki 215000712

111 みんなのR : データ分析と統計解析の新しい教
科書

Jared P. Lander著/
高柳慎一, 牧山幸史,
簑田高志訳

マイナビ 417||La 215000841

112 人間と社会を変えた9つの確率・統計学物語 松原望著
SBクリエイティ
ブ

417||Ma 215001485

113 線形回帰分析(統計ライブラリー) 蓑谷千凰彦著 朝倉書店 417||Mi 215000993

114 モデリング : 広い視野を求めて(シリーズ : 最適
化モデリング:1)

赤池弘次 [ほか]
共著

近代科学社 417||Mo 215001461

115 統計解析法入門 : 推定・検定・分散分析の考え
方

大宮眞弓, 松島
正知共著

森北出版 417||Om 215001656

116 Fortranハンドブック : 数値計算に最適なソフト
ウェアFortran95の基礎から実践まで

田口俊弘著 技術評論社 418.1||Ta 215000725

117 歴史で学ぶ物理学入門 改訂版 足利裕人著 ふくろう出版 420.2||As 215001513

118 20世紀物理学史 : 理論・実験・社会 上
ヘリガ・カーオ著
/有賀暢廸, 稲葉
肇他訳

名古屋大学出
版会

420.2||Kr||1 215000708

119 20世紀物理学史 : 理論・実験・社会 下
ヘリガ・カーオ著
/有賀暢廸, 稲葉
肇他訳

名古屋大学出
版会

420.2||Kr||2 215000709

120 ノーベル賞から見る現代物理学の系統(ニュー
トン別冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレ
ス

420.2||No 215001316

121 広い宇宙で人類が生き残っていないかもしれな
い物理学の理由

チャールズ・L・
アドラー著/松浦
俊輔訳

青土社 420.4||Ad 215000817

122 間違いだらけの物理学(学研科学選書) 松田卓也 [著]
学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

420.4||Ma 215001290

123 新・単位がわかると物理がわかる : SI単位系の
成り立ちから自然単位系まで(Beret science)

和田純夫, 大上
雅史, 根本和昭
著

ベレ出版 420.75||Wa 215001510

124 波動現象(現象と数学的体系から見える物理
学:3)

平尾淳一 [ほか]
共著

森北出版 420.8||Ge||3 215000886



125 原子核物理学(KEK物理学シリーズ:2) 熊野俊三著 共立出版 420.8||Ke||2 215000726

126 現代物理学の基礎としての場の量子論(KEK物
理学シリーズ:4)

磯暁著 共立出版 420.8||Ke||4 215000715

127 惑星形成の物理 : 太陽系と系外惑星系の形成
論入門(基本法則から読み解く物理学最前線:6)

井田茂, 中本泰
史著

共立出版 420.8||Ki||6 215001318

128 自然科学の基礎としての物理学 原康夫著
学術図書出版
社

420||Ha 215001057

129 物理 : てこの原理から量子力学まで(大人のた
めのやり直し講座)

アイザック・マク
フィー著/緑慎也
訳

創元社 420||Mc 215001340

130 しっかり学べる基礎物理学

川村康文監修・編著/
林壮一, 山下芳樹編
著/足利裕人 [ほか]
著

電気書院 420||Sh 215001350

131 量子力学基礎 松居哲生著 共立出版 421.3||Ma 215001061

132 身につくシュレーディンガー方程式(ファースト
ブックSTEP)

牟田淳著 技術評論社 421.3||Mu 215001470

133 ボーア革命 : 原子模型から量子力学へ
L.ローゼンフェル
ト, 江沢洋著/江
沢洋訳

日本評論社 421.3||Ro 215001375

134 相転移と臨界現象の数理(共立叢書現代数学
の潮流)

田崎晴明, 原隆
著

共立出版 421.4||Ta 215000713

135 これだけ!物理数学 潮秀樹著 秀和システム 421.5||Us 215001413

136 基礎から学べる工系の力学 廣岡秀明著 共立出版 423||Hi 215001319

137 弱点克服大学生の初等力学 石川裕著 東京図書 423||Is 215001354

138 光学ハンドブック : 基礎と応用 宮本健郎著 岩波書店 425||Mi 215000686

139 熱力学の基礎 森成隆夫著 大学教育出版 426.5||Mo 215001058

140 Excelで学ぶ熱力学と統計力学 山本将史著 オーム社 426.5||Ya 215001059

141 電磁波の物理 : その発生・伝播・吸収・増幅・共
振を電磁気学で理解する

遠藤雅守著 森北出版 427.7||En 215001060

142 キーポイント電磁気学(物理のキーポイント:2) 生井澤寛著 岩波書店 427||Na 215001287



143 エレガントな宇宙 : 超ひも理論がすべてを解明
する

ブライアン・グ
リーン著/林一,
林大訳

草思社 429.6||Gr 215001483

144 エッセンシャル化学
尾崎幸洋 [ほか]
共著

培風館 430||Es 215001654

145 トコトンやさしい化学の本(B&Tブックス. 今日か
らモノ知りシリーズ)

井沢省吾著
日刊工業新聞
社

430||Iz 215001361

146 Step‐up基礎化学
梶本興亜編/石
川春樹 [ほか]
共著

培風館 430||St 215001655

147 金属錯体の色と構造 : 電子スペクトルと機能物
性の基礎

海崎純男著 三共出版 431.13||Ka 215001411

148 すぐできる量子化学計算ビギナーズマニュアル
新版

武次徹也編著 講談社 431.19||Su 215000764

149 躍進する超臨界流体技術 : 新しいプロセスの原
理とその実用化

後藤元信編著 コロナ社 431.3||Ya 215000775

150 電気化学 : 基礎と応用
K.B. Oldham, J.C.
Myland, A.M. Bond著
/大坂武男 [ほか] 訳

東京化学同人 431.7||Ol 215000821

151 ポリマーアロイ(高分子基礎科学One Point:7. 構
造:1)

高分子学会編集
/扇澤敏明著

共立出版 431.9||Ko||7 215001320

152 要説高分子材料化学
米澤宣行編著/
相川俊一 [ほか]
共著

三共出版 431.9||Yo 215001476

153 Elements of physical chemistry 6th ed : pbk
Peter Atkins,
Julio De Paula

Oxford
University
Press

431||At 215001696

154 物性化学(エキスパート応用化学テキストシリー
ズ)

古川行夫著 講談社 431||Fu 215001293

155 近赤外分光法(分光法シリーズ:2) 尾崎幸洋編著 講談社 433.5||Ki 215000923

156 ラマン分光法(分光法シリーズ:1)
濵口宏夫, 岩田
耕一編著

講談社 433.57||Ra 215000922

157 基礎から学ぶ分析化学
井村久則, 樋上
照男編

化学同人 433||Ki 215001408

158 生命科学における分析化学
中村洋編集/久
保博昭 [ほか]
著

朝倉書店 433||Se 215000769

159 分析化学(化学はじめの一歩シリーズ:5)
角田欣一, 渡辺
正著

化学同人 433||Ts 215001409

160 フッ素化合物の合成法(フッ素化学入門:2015)
日本学術振興会
フッ素化学第
155委員会編

三共出版 435.33||Fu||'15 215000816



161 有機ラジカル反応の基礎 : その理解と考え方 柳日馨著 丸善出版 437.01||Ya 215000795

162 Organic chemistry : study guide and solutions
manual

Paula Yurkanis
Bruice/with
contributions by Jess
Jones

化学同人 437||Br 215001640

163 ブルース有機化学 下
Paula Y. Bruice
著

化学同人 437||Br||2 215000799

164 大学院を目指す人のための有機化学問題集
川瀬毅, 谷敬太,
樋口弘行著

三共出版 437||Ka 215000998

165 マクマリー生物有機化学 第4版 基礎化学編
John McMurry [ほ
か著]/菅原二三男
[ほか] 訳

丸善出版 437||Mc 215000793

166 生きて動いている「有機化学」がわかる(Beret
science)

齋藤勝裕著 ベレ出版 437||Sa 215001511

167 ソロモンの新有機化学 第11版 1
T.W. Graham Solomons, Craig B.
Fryhle, Scott A. Snyder [著]/池
田正澄 [ほか] 監訳

廣川書店 437||So||1 215000787

168 ソロモンの新有機化学 第11版 2
T.W. Graham Solomons, Craig B.
Fryhle, Scott A. Snyder [著]/池
田正澄 [ほか] 監訳

廣川書店 437||So||2 215000788

169 ソロモンの新有機化学 第11版 3
T.W. Graham Solomons, Craig B.
Fryhle, Scott A. Snyder [著]/池
田正澄 [ほか] 監訳

廣川書店 437||So||3 215001383

170 歴史から学びはじめる有機化学(リベラル・アー
ツナチュラルサイエンスシリーズ:1)

任田康夫著 プレアデス出版 437||To 215001062

171 ウォーレン有機化学 第2版 上
J. Clayden, N.
Greeves, S. Warren著
/石橋正己 [ほか] 訳

東京化学同人 437||Wa||1 215000822

172 宇宙の物質はどのようにできたのか : 素粒子か
ら生命へ

日本物理学会編 日本評論社 440.12||Uc 215001407

173 星に惹かれた男たち : 江戸の天文学者間重富
と伊能忠敬

鳴海風著 日本評論社 440.21||Na 215001374

174 銀河系全図 : 我が銀河のすべてをスーパー
ビューで知る(NEWTONムック)(ニュートン別冊)

ニュートンプレ
ス

443.6||Gi 215001315

175 これだけ!宇宙論 高梨直紘著 秀和システム 443.9||Ta 215001489

176 月世界大全 : 太古の神話から現代の宇宙科学
まで : 新装版

ダイアナ・ブルー
トン著/鏡リュウ
ジ訳

青土社 446||Br 215000941

177 経度の発見と大英帝国 改訂版(学術選書) 石橋悠人著
三重大学出版
会

448.4||Is 215001043

178 地理情報科学 : GISスタンダード
浅見泰司 [ほか]
編

古今書院 448.9||Ch 215000936



179 オン・ザ・マップ : 地図と人類の物語(ヒストリカ
ル・スタディーズ:12)

サイモン・ガー
フィールド著/黒
川由美訳

太田出版 448.9||Ga 215001037

180 絵でわかる地図と測量(絵でわかるシリーズ) 中川雅史著 講談社 448.9||Na 215001292

181 日本史を学ぶための「古代の暦」入門 細井浩志著 吉川弘文館 449.81||Ho 215001454

182 岩は嘘をつかない : 地質学が読み解くノアの洪
水と地球の歴史

デイヴィッド・R・
モンゴメリー著/
黒沢令子訳

白揚社 450.2||Mo 215001415

183 科学未踏の知 : 地球(地球文明)・環境・宇宙
(Nature : news & views)

竹内薫監修 実業之日本社 450.4||Ka 215001338

184
地球科学を知る厳選33の絶景 : 地球46億年の
歴史を刻んだ貴重な痕跡(NEWTONムッ
ク)(ニュートン別冊)

ニュートンプレ
ス

450.9||Ch 215001065

185 地球惑星科学入門 第2版
在田一則 [ほか]
編著

北海道大学出
版会

450||Ch 215001447

186 できたての地球 : 生命誕生の条件(岩波科学ラ
イブラリー:238)

廣瀬敬著 岩波書店 450||Hi 215001063

187 守ります人と自然とこの地球 [2015](気象業務
はいま:2010-2015)

気象庁編 研精堂印刷 451.2||Ki||'15 215001543

188 最新図解特別警報と自然災害がわかる本 饒村曜著 オーム社 451.28||Ny 215001311

189 地球温暖化シミュレーション : 地質時代の炭素
循環

柏木洋彦, 鹿園
直建著

慶応義塾大学
出版会

451.85||Ka 215000935

190 水の科学 : 水の自然誌と生命、環境、未来 清田佳美著 オーム社 452.9||Se 215001308

191 日本の地震予知研究130年史 : 明治期から東
日本大震災まで

泊次郎著
東京大学出版
会

453.21||To 215000694

192 絵でわかる日本列島の誕生(絵でわかるシリー
ズ)

堤之恭著 講談社 455.1||Ts 215001291

193 日本海の拡大と伊豆弧の衝突 : 神奈川の大地
の生い立ち(有隣新書:75)

藤岡換太郎, 平
田大二編著

有隣堂 455.137||Ni 215001064

194 土地の「未来」は地形でわかる : 災害を予測す
る変動地形学の世界

渡辺満久著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

455.8||Wa 215001501

195 日本の沖積層 : 未来と過去を結ぶ最新の地層 遠藤邦彦著
冨山房インター
ナショナル

456.83||En 215000946

196 植物が出現し、気候を変えた
デイヴィッド・ビ
アリング [著]/西
田佐知子訳

みすず書房 456.89||Be 215000796



197 地層の科学(B&Tブックス. おもしろサイエンス) 西川有司著
日刊工業新聞
社

456||Ni 215001404

198 結晶学・鉱物学(現代地球科学入門シリーズ:11) 藤野清志著 共立出版 459.9||Fu 215000719

199 結晶 : 成長・形・完全性 砂川一郎著 共立出版 459.9||Su 215000887

200 空間群から粉末構造解析まで(結晶構造学:基
礎編)

アグネ技術セン
ター

459.92||Ka 215001536

201 結晶化学への招待 : 結晶とX線 宮前博著 三共出版 459.96||Mi 215001412

202 オックスフォード生物学辞典

Robert S. Hine,
Elizabeth Martin編/
大島泰郎, 鵜澤武俊
監訳

朝倉書店 460.33||Ok 215000836

203 生物学の「ウソ」と「ホント」 : 最新生物学88の謎 池田清彦著 新潮社 460.4||Ik 215001303

204 現代生命科学
東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

羊土社 460||Ge 215000899

205 Zeroからの生命科学 改訂4版
木下勉, 小林秀
明, 浅賀宏昭著

南山堂 460||Ki 215000897

206 ライフサイエンスのための生物学
森誠, 江原宏共
編

培風館 460||Ra 215000996

207 らくらく生物統計学 改訂版
丸山明編/丸山
明 [ほか] 共著

ムイスリ出版 461.9||Ra 215001533

208 世界の絶滅危惧生物図鑑 : IUCNレッドリスト
IUCN編/岩槻邦
男, 太田英利訳

丸善出版 462.038||Se 215001013

209 ギルバート発生生物学
Scott F. Gilbert
著

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

463.8||Gi 215000831

210 よくわかる分子生物学の基本としくみ 第2版(図
解入門. メディカルサイエンスシリーズ)

井出利憲著 秀和システム 464.1||Id 215001414

211 ポイントがわかる分子生物学 第2版
真野佳博, 川向
誠編著

丸善 464.1||Po 215000930

212
揺らぎ・ダイナミクスと生体機能 : 物理化学的視
点から見た生体分子(Dojin bioscience
series:10)

寺嶋正秀編 化学同人 464.1||Yu 215000933

213 生物活性分子のケミカルバイオロジー : 標的同
定と作用機構(CSJ Current Review:19)

日本化学会編著 化学同人 464||Se 215000932

214 プロテオミクス辞典
日本プロテオー
ム学会編

講談社 467.21||Pu 215000921



215 次の大量絶滅を人類はどう超えるか : 離散し、
適応し、記憶せよ

アナリー・ニュー
イッツ著/熊井ひ
ろ美訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

467.5||Ne 215001464

216 進化の謎を数学で解く
アンドレアス・ワ
グナー著/垂水
雄二訳解説

文藝春秋 467.5||Wa 215001305

217 寄生と共生
石橋信義, 名和
行文編著

東海大学出版
会

468.4||Ki 215001351

218 学んでみると生態学はおもしろい(Beret
science)

伊勢武史著 ベレ出版 468||Is 215001509

219 生き物の環境科学 河内俊英著 海鳥社 468||Ka 215001524

220 きずなの生態学 : 自然界の多様なネットワーク
を探る

土屋誠著
東海大学出版
部

468||Ts 215000781

221 難読誤読植物名漢字よみかた辞典
日外アソシエー
ツ株式会社編

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

470.33||Na 215000752

222 植物の奇妙な生活 : カラー版 : 電子顕微鏡で
探る驚異の生存戦略

ヴォルフガング・シュトゥッピー,
ロブ・ケスラー, マデリン・ハー
レー著/武井摩利訳

創元社 471.3||St 215000777

223 光合成生物の進化と生命科学
三村徹郎, 川井
浩史編著

培風館 471.4||Mi 215001382

224 民族植物学 : 原理と応用
C.M.コットン著/
木俣美樹男, 石
川裕子訳

八坂書房 471.9||Co 215001000

225 日本語でひく動物学名辞典 平嶋義宏著
東海大学出版
部

480.34||Hi 215000689

226 学名語の初中級文法 : 動物方言 大久保憲秀著
東海大学出版
部

480.34||Ok 215001353

227 バイオロギング : 「ペンギン目線」の動物行動学
(極地研ライブラリー)

内藤靖彦 [ほか]
著

成山堂書店 481.7||Ba 215001341

228 行動生態学

デイビス, クレブス,
ウェスト著/野間口眞
太郎, 山岸哲, 巌佐庸
訳

共立出版 481.7||Da 215000772

229 深海生物大事典 佐藤孝子著 成美堂出版 481.74||Sa 215001614

230 動物たちの武器 : 闘いは進化する

ダグラス・J・エムレン
著/山田美明訳/デイ
ヴィッド・J・タスイラス
ト

エクスナレッジ 481.78||Do 215000987

231 ペンギンが教えてくれた物理のはなし(河出ブッ
クス:070)

渡辺佑基著 河出書房新社 481.78||Wa 215001314

232 うれし、たのし、ウミウシ。(岩波科学ライブラ
リー:240)

中嶋康裕著 岩波書店 484.6||Na 215000969



233 カタツムリハンドブック
武田晋一写真/
西浩孝解説

文一総合出版 484.6||Ta 215000972

234 消えるオス : 昆虫の性をあやつる微生物の戦
略(DOJIN選書:66)

陰山大輔著 化学同人 486.1||Ka 215000720

235 アリの巣の生きもの図鑑
丸山宗利 [ほか]
著

東海大学出版
会

486.7||Ar 215000780

236 毒魚の自然史 : 毒の謎を追う
松浦啓一, 長島
裕二編著

北海道大学出
版会

487.5||Do 215001448

237 魚類の受精 岩松鷹司著 培風館 487.51||Iw 215001381

238
医学・薬学・生命科学を学ぶ人のための統計学
入門 : 基礎の基礎からデータ解析の実際まで
増補版

杉本典夫著 プレアデス出版 490.19||Su 215000707

239 医学・薬学の翻訳・通訳完全ガイドブック
[2014](イカロスMOOK)

イカロス出版 490.7||Ig 215001515

240 人間科学の百科事典
日本生理人類学
会編

丸善出版 491.3||Ni 215000690

241 その「脳科学」にご用心 : 脳画像で心はわかる
のか

サリー・サテル, ス
コット・O.リリエン
フェルド[著]/柴田
裕之訳

紀伊国屋書店 491.371||Sa 215000723

242 レーニンジャーの新生化学 第6版 上

レーニンジャー, ネ
ルソン, コックス
[著]/中山和久編
集

廣川書店 491.4||Le||1 215000789

243 レーニンジャーの新生化学 第6版 下

レーニンジャー, ネ
ルソン, コックス
[著]/中山和久編
集

廣川書店 491.4||Le||2 215000790

244
あなたと私はどうして違う?体質と遺伝子のサイ
エンス : 99.9%同じ設計図 (ゲノム) から個性や
病気が生じる秘密

中尾光善著 羊土社 491.69||Na 215001458

245 失われてゆく、我々の内なる細菌
マーティン・J・ブ
レイザー [著]/
山本太郎訳

みすず書房 491.7||Bl 215000716

246 バイオセンサの先端科学技術と新製品への応
用開発

天願ルイス企画
編集

技術情報協会 492.8||Ba 215000695

247 看護過程の解体新書(Nursing canvas book:2) 石川ふみよ執筆
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.914||Ka 215001475

248 看護管理ファーストブック 太田加世編集
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.983||Ka 215000901

249 慢性疼痛の治療 : 認知行動療法によるアプ
ローチ 患者さん用ワークブック

ジョン・D・オー
ティス著

星和書店 492||Ot 215001050

250 慢性疼痛の治療 : 認知行動療法によるアプ
ローチ 患者さん用ワークブック

ジョン・D・オー
ティス著

星和書店 492||Ot 215001088



251 慢性疼痛の治療 : 認知行動療法によるアプ
ローチ 治療者向けガイド

ジョン・D・オー
ティス著

星和書店 492||Ot 215001648

252 慢性疼痛の治療 : 認知行動療法によるアプ
ローチ 治療者向けガイド

ジョン・D・オー
ティス著

星和書店 492||Ot 215001663

253 条件反射制御法入門 : 動物的脳をリセットし,
嗜癖・問題行動を絶つ!

平井愼二, 長谷
川直実著

星和書店 493.74||Hi 215001052

254 子どもの心と体の図鑑
デズモンド・モリ
ス著

柊風舎 493.98||Mo 215001450

255 標準泌尿器科学 第9版(Standard textbook)
並木幹夫, 堀江重
郎編集/本間之夫
[ほか] 執筆

医学書院 494.9||Hy 215000968

256 医療イノベーションの本質 : 破壊的創造の処方
箋(SGビジネス双書)

クレイトン・M.クリステンセン, ジェ
ローム・H.グロスマン, ジェイソ
ン・ホワン著/山本雄士, 的場匡
亮訳

碩学舎/中央経
済社 (発売)

498.13||Ch 215000783

257 医療のなにが問題なのか : 超高齢社会日本の
医療モデル

松田晋哉著 勁草書房 498.13||Ma 215001327

258 8時間睡眠のウソ。 : 日本人の眠り、8つの新常
識

三島和夫, 川端
裕人著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

498.36||Mi 215001502

259 アミノ酸の科学と最新応用技術 普及版(CMCテ
クニカルライブラリー:478. 食品シリーズ)

門脇基二, 鳥居
邦夫, 高橋迪雄
監修

シーエムシー出
版

498.55||Am 215001641

260 糖質の生命科学 橋本仁著
丸善プラネット/
丸善出版 (発
売)

498.55||Ha 215000828

261 病いの共同体 : ハンセン病療養所における患
者文化の生成と変容

青山陽子著 新曜社 498.6||Ao 215001040

262 生命科学から創薬へのイノベーション(The
frontiers in life sciences)

米田悦啓, 堤康
央, 石井健編

南山堂 499.1||Se 215000898

263 事例で学ぶ数学活用法
大熊政明, 金子
成彦, 吉田英生
編

朝倉書店 501.1||Ji 215000767

264 トコトンやさしい超音波の本 第2版(B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

谷腰欣司, 谷村
康行著

日刊工業新聞
社

501.24||Ta 215001365

265 はじめの一歩(図解設計技術者のための有限
要素法)

栗崎彰著 講談社 501.341||Ku 215001395

266 加工材料の知識がやさしくわかる本 西村仁著
日本能率協会
マネジメントセン
ター

501.4||Ni 215001497

267 金属材料が一番わかる : 性質から加工法まで
金属の基本がわかる(しくみ図解:045)

三木貴博監修 技術評論社 501.41||Ki 215001468

268 図解金属材料技術用語辞典 第2版
金属材料技術研
究所編

日刊工業新聞
社

501.41||Zu 215000952



269 石油文明はなぜ終わるか : 低エネルギー社会
への構造転換(ゆにっとカルチュラル)

田村八洲夫著
小石川ユニット/
東洋出版 (発
売)

501.6||Ta 215001494

270 失敗から学ぶユーザインタフェース : 世界は
badUI (バッド・ユーアイ) であふれている

中村聡史著 技術評論社 501.8||Na 215001471

271 エンジニアリングの真髄 : なぜ科学だけでは地
球規模の危機を解決できないのか

ヘンリー・ペトロ
スキー著/安原
和見訳

筑摩書房 502||Pe 215000929

272 この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた
ルイス・ダートネ
ル著/東郷えり
か訳

河出書房新社 504||Da 215001673

273 科学深層の知 : 物理数学・物理化学・工学・ロ
ボット(Nature : news & views)

竹内薫監修 実業之日本社 504||Ka 215001339

274 ロボコン : イケてない僕らのイカした特別授業
ニール・バスコ
ム著/松本剛史
訳

集英社 507.7||Ba 215001301

275 近代技術の日本的展開 : 蘭癖大名から豊田喜
一郎まで(朝日選書:896)

中岡哲郎著 朝日新聞出版 509.21||Na 215001288

276 土木女子! 清文社編集部編 清文社 510.9||Do 215001344

277 巨大構造物ヘルスモニタリング : 劣化のメカニ
ズムから監視技術とその実際まで

エヌ・ティー・エ
ス

510.9||Ky 215000906

278 土木映画の百年 : 「土木技術映像」100特選ガ
イド

土木学会土木技
術映像委員会編

言視舎 510.921||Do 215001542

279 美しい土木・建設中 西山芳一著
パイインターナ
ショナル

510.921||Ni 215001456

280 除染労働(さんいちブックレット:009)
被ばく労働を考
えるネットワーク
編

三一書房 510.94||Na 215001334

281 見えない道路 : 建築基準法二項道路 土岐悦康著
創英社/三省堂
書店 (発売)

514.09||To 215001526

282 歩行者系舗装入門 : 安全で安心な路面を目指
して(舗装工学ライブラリー:11)

土木学会舗装工学
委員会歩行者系舗
装小委員会編

土木学会/丸善
出版 (発売)

514.4||Ho||11 215000999

283
最新!トンネル工法の"なぜ"を科学する : 構造
から工法、技術の応用まで…知れば知るほど
面白い「トンネル学入門」

大成建設「トンネ
ル」研究プロジェク
トチーム著

アーク出版 514.9||Sa 215001507

284 豪雨による河川橋梁災害 : その原因と対策
玉井信行 [ほか]
著

技報堂出版 515.1||Go 215000934

285 地震との戦い : なぜ橋は地震に弱かったのか 川島一彦著 鹿島出版会 515.1||Ka 215001312

286 100年橋梁 : 100年を生き続けた橋の歴史と物
語

公益社団法人土木学
会鋼構造委員会100
周年記念出版特別委
員会編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

515.45||Hy 215001495



287 鋼橋の維持管理
山田健太郎, 舘
石和雄共著

コロナ社 515.45||Ya 215001329

288 保全技術者のための橋梁構造の基礎知識 改
訂版

多田宏行編著 鹿島出版会 515||Ta 215001313

289 社会的共通資本としての水
関良基, まさの
あつこ, 梶原健
嗣著

花伝社/共栄書
房 (発売)

517.091||Se 215001460

290 絵とき水理学 改訂3版
國澤正和, 西田
秀行, 福山和夫
共著

オーム社 517.1||Ku 215001397

291 巨大ダムの"なぜ"を科学する : 材料から施工
法まで最新最強のダム技術が基礎からわかる!!

西松建設「ダム」
プロジェクトチー
ム著

アーク出版 517.7||Ky 215001508

292
水資源の国際経済学 : 気候・人口問題と水利
用のネットワーク化(総合研究現代日本経済分
析:第2期)

佐藤正弘著
慶應義塾大学
出版会

517||Sa 215000802

293 水環境問題の地域的諸相 山下亜紀郎著 古今書院 517||Ya 215000803

294
環境問題に取り組むための移動現象・物質収
支入門 : 現象の定式化・モデル化・データ解析
の基礎

松藤敏彦著 丸善出版 518.52||Ma 215000792

295 グリッド都市 : スペイン植民都市の起源,形成,変
容,転生

布野修司, ヒメネ
ス・ベルデホ ホア
ン・ラモン著

京都大学学術
出版会

518.8||Fu 215000945

296 アメリカ大都市の死と生 新版, 第2刷
ジェイン・ジェイ
コブズ著/山形
浩生訳

鹿島出版会 518.8||Ja 215001437

297 江戸・東京の都市史 : 近代移行期の都市・建
築・社会(明治大学人文科学研究所叢書)

松山恵著
東京大学出版
会

518.8||Ma 215000766

298 リノベーションの新潮流 : レガシー・レジェンド・
ストーリー

松永安光, 漆原
弘著

学芸出版社 518.8||Ma 215001410

299
市民が関わるパブリックスペースのデザイン :
姫路市における市民・行政・専門家の創造的連
携

小林正美編・著/
小野寺康 [ほか]
著

エクスナレッジ 518.8||Sh 215000900

300 ぼくらのリノベーションまちづくり : ほしい暮らし
は自分でつくる

嶋田洋平著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ(発売)

518.8||Sh 215000903

301 都市・地域の持続可能性アセスメント : 人口減
少時代のプランニングシステム

原科幸彦, 小泉
秀樹編著/柴田
裕希 [ほか] 著

学芸出版社 518.8||To 215000718

302 日本人の景観認識と景観政策 土岐寛著 日本評論社 518.8||To 215000785

303 図説城下町都市 新版
佐藤滋, 城下町
都市研究体著

鹿島出版会 518.8||Zu 215000771

304
eco検定環境社会検定試験公式過去・模擬問
題集 : 持続可能な社会をわたしたちの手で
2015年版

東京商工会議所
監修

日本能率協会
マネジメントセン
ター

519.07||Ec||'15 215001498



305 中国乾燥地の環境と開発 : 自然、生業と環境
保全(龍谷大学社会科学研究所叢書:第104巻)

北川秀樹編著 成文堂 519.1||Ch 215000819

306 対訳ISO14001 : 環境マネジメントシステム : ポ
ケット版 2004(Management system ISO series)

吉澤正編著 日本規格協会 519.13||Ta 215001377

307 石の綿 : マンガで読むアスベスト問題
松田毅, 竹宮惠子編/神戸大学
人文学研究科倫理創成プロジェ
クト, 京都精華大学機能マンガ研
究プロジェクト制作

かもがわ出版 519.3||Is 215001474

308 はじめての大気環境化学 松本淳著 コロナ社 519.3||Ma 215001330

309 地球環境学入門 東樋口護著 丸善出版 519||Hi 215001452

310 現代の建築家 井上章一著
エーディーエー・
エディタ・トー
キョー

520.28||In 215001449

311 建築デザイン用語辞典
建築デザイン研
究会編著

井上書院 520.33||Ke 215000751

312 14歳からのケンチク学 五十嵐太郎編 彰国社 520.4||Ju 215001337

313 まち建築 : まちを生かす36のモノづくりコトづくり 日本建築学会編 彰国社 520.4||Ma 215001336

314 世界の名建築 関田理恵編集
パイインターナ
ショナル

520.87||Se 215001457

315 建築家と建築士 : 法と住宅をめぐる百年 速水清孝著
東京大学出版
会

520.91||Ha 215000924

316 箱の産業 : プレハブ住宅技術者たちの証言
松村秀一 [ほか]
編著

彰国社 520.921||Ha 215001335

317 看板建築・モダンビル・レトロアパート 伊藤隆之著 グラフィック社 521.6||It 215001462

318 日本建築集中講義
藤森照信, 山口
晃著

淡交社 521.8||Fu 215001345

319 日本が世界に誇る名作モダン建築 : 細部にま
で宿る建築家の意匠

伊藤隆之著
エムディエヌコー
ポレーション/イン
プレス (発売)

523.1||It 215001505

320 日本のアール・デコ建築入門 吉田鋼市著 王国社 523.1||Yo 215001512

321 建築家とファシズム : イタリアの建築と都市
1922-1944

ジョルジョ・チゥッ
チ著/鹿野正樹
訳

鹿島出版会 523.37||Ci 215000770

322 建築・都市のユニバーサルデザイン : その考え
方と実践手法

田中直人著 彰国社 525.1||Ta 215001401



323 公共建築工事標準仕様書 平成25年版 電気設
備工事編

公共建築協会編
集

公共建築協会/
豊文堂 (発売)

525.3||Ko 215000995

324 仕上編(現場技術者が教える「施工」の本)
阿部稔 [ほか]
共著

建築技術 525.5||Sh 215000997

325 矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計 : 苦手克服!こ
れで完璧!

中山繁信 [ほか]
共著

オーム社 527.1||Ka 215001309

326 書庫を建てる : 1万冊の本を収める狭小住宅プ
ロジェクト

松原隆一郎, 堀
部安嗣著

新潮社 527.1||Ma 215001302

327 木造住宅パーフェクト詳細図集 : 知りたいディ
テール満載!

丸山弾著 オーム社 527.1||Ma 215001310

328 西山夘三の住宅・都市論 : その現代的検証
住田昌二, 西山夘
三記念すまい・まち
づくり文庫編

日本経済評論
社

527||Ni 215001083

329 絵とき旋盤加工基礎のきそ [正](Mechanical
engineering series)

澤武一著
日刊工業新聞
社

532.1||Sa 215001358

330 エース機械加工(エース機械工学シリーズ)
田中芳雄 [ほか]
著

朝倉書店 532||Es 215001306

331 絵ときでわかる流体工学 2版
安達勝之, 菅野
一仁共著

オーム社 534||Ad 215001396

332 トコトンやさしい自動車エンジンの本(B&Tブック
ス)

原田了著
日刊工業新聞
社

537.2||Ha 215000711

333 つくりたいんは世界一のエンジンじゃろぅが! : 機
能エンジニアリングのすすめ(B&Tブックス)

羽山信宏著
日刊工業新聞
社

537.2||Ha 215001363

334
自動車のしくみパーフェクト事典 : ダイナミック
図解 : 知っておきたい基本構造から最新技術ま
で

古川修監修 ナツメ社 537||Ji 215000902

335 自動運転 : ライフスタイルから電気自動車ま
で、すべてを変える破壊的イノベーション

鶴原吉郎, 仲森
智博著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

537||Ts 215000904

336 無人暗殺機ドローンの誕生
リチャード・ウィッ
テル著/赤根洋
子訳

文藝春秋 538.7||Wh 215001304

337 原発の倫理学 古賀茂明著 講談社 539.091||Ko 215001294

338 いちから聞きたい放射線のほんとう : いま知っ
ておきたい22の話

菊池誠, 小峰公
子著/おかざき
真里絵とマンガ

筑摩書房 539.6||Ki 215001347

339 原発ゴミはどこへ行く? 倉澤治雄著 リベルタ出版 539.69||Ku 215001539

340 これだけ電力 改訂新版(電験第3種ニューこれ
だけシリーズ:2)

山口隆弘, 石橋
千尋著

電気書院 540.79||De||2 215001349



341 これだけ機械 改訂新版(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 215000779

342 電力情報イノベーション 池田元英著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

540.921||Ik 215001331

343 ヨーロッパの電力・ガス市場 : 電力システム改
革の真実

トマ・ヴェラン, エマ
ニュエル・グラン著/
エァクレーレン訳

日本評論社 540.923||Ve 215000786

344 反原発へのいやがらせ全記録 : 原子力ムラの
品性を嗤う

海渡雄一編 明石書店 543.5||Ha 215001455

345 君臨する原発 : どこまで犠牲を払うのか
中日新聞社会部
編

東京新聞 543.5||Ku 215001493

346 終わりなき危機 : 日本のメディアが伝えない、
世界の科学者による福島原発事故研究報告書

ヘレン・カルディ
コット監修/河村
めぐみ訳

ブックマン社 543.5||Ow 215001532

347 不規則信号処理 和田成夫著 森北出版 547.1||Wa 215000797

348 ルーティング&スイッチング標準ハンドブック : 一
番大切な知識と技術が身につく

Gene, 作本和則
著

SBクリエイティ
ブ

547.482||Ge 215001428

349 HTML5&CSS3デザインブック : ステップバイス
テップ形式でマスターできる

エビスコム著 ソシム 547.483||Ht 215001430

350
ネットワーク超入門講座 : 現場の基本を集中マ
スター : スイッチ、ルータ、セキュリティからIP電
話まで 第3版

三上信男著
ソフトバンククリ
エイティブ

547.483||Mi 215001627

351 デザイニングWebアクセシビリティ : アクセシブ
ルな設計やコンテンツ制作のアプローチ

太田良典, 伊原
力也著

ボーンデジタル 547.4833||Ot 215000842

352 無線とネットワークの基礎(電気・電子工学ライ
ブラリ:UKE-C3)

岡野好伸, 宇谷
明秀, 林正博共
著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

547.5||Ok 215001519

353 基礎からわかる「Bluetooth」(I/O books) 瀧本往人著 工学社 547.5||Ta 215001473

354 電磁障害/EMI対策設計法 : 安全・安心な製品
設計マニュアル(設計技術シリーズ)

坂本幸夫監修 科学情報出版 547.51||De 215001540

355 エクサスケールの衝撃 : 次世代スーパーコン
ピュータが壮大な新世界の扉を開く

齊藤元章著 PHP研究所 548.291||Sa 215000791

356 ROSではじめるロボットプログラミング : フリー
のロボット用「フレームワーク」(I/O books)

小倉崇著 工学社 548.3||Og 215000965

357 システム制御のための最適化理論(システム制
御工学シリーズ:21)

延山英沢, 瀬部
昇共著

コロナ社 548.3||Sh||21 215000973

358
電磁ノイズ発生メカニズムと克服法 : 電子機器
の誤動作対策設計事例集と解説(設計技術シ
リーズ)

月刊EMC編集部
編

科学情報出版 549.1||De 215001541



359 次世代パワー半導体の高性能化とその産業展
開(エレクトロニクスシリーズ)

岩室憲幸監修
シーエムシー出
版

549.8||Ji 215000940

360 パワーエレクトロニクス(EE text) 森本雅之編著 オーム社 549.8||Pa 215000994

361 青色LED開発の軌跡 : なぜノーベル賞を受賞し
たのか

小山稔著 白日社 549.81||Ko 215001529

362 船舶知識のABC 9訂版 池田宗雄著 成山堂書店 550||Ik 215000778

363 原子爆弾 : 1938-1950年 : いかに物理学者たち
は、世界を残虐と恐怖へ導いていったのか?

ジム・バゴット著
/青柳伸子訳

作品社 559.7||Ba 215000944

364 地下資源の科学(B&Tブックス. おもしろサイエン
ス)

西川有司著
日刊工業新聞
社

561.1||Ni 215001403

365 資源は誰のものか : 各国の資源事情と戦略
(Gleam Books)

西川有司著 朝陽会 561.1||Ni 215001537

366 元素から見た鉄鋼材料と切削の基礎知識 : 「材
料と加工の世界」がつながる! 4刷

横山明宜著
日刊工業新聞
社

564||Yo 215000784

367 図解よくわかる貴金属材料 岡田勝蔵著
日刊工業新聞
社

565.1||Ok 215001359

368
金型の品質向上のための材料選択と事例 : 金
型への有効な利用法のための選択方法と諸現
象

日原政彦著 日本工業出版 566.13||Hi 215000943

369 塑性加工学 改訂版
小坂田宏造, 森
謙一郎編著

養賢堂 566.2||So 215000826

370 これだけ!熱処理 山方三郎著 秀和システム 566.3||Ya 215001491

371 石油の帝国 : エクソンモービルとアメリカのスー
パーパワー

スティーブ・コー
ル著/森義雅訳

ダイヤモンド社 568.067||Co 215000928

372 天然ガス資源とその応用技術 普及版(CMCテク
ニカルライブラリー:509. 地球環境シリーズ)

鈴木信市, 岡田
治監修

シーエムシー出
版

568.8||Te 215000806

373 プラント安全構築マニュアル : 経営から現場ま
で : 「気づき」で危険は激減する

荒井保和著
化学工業日報
社

570.9||Ar 215001657

374 化学プラントの安全化を考える : 化学産業が取
り組む保安力評価

田村昌三編著
化学工業日報
社

570.9||Ka 215000830

375 化学工学のための数学の使い方
化学工学会編/
相良紘著

丸善出版 571.01||Sa 215001385

376 ベーシック移動現象論 吉川史郎著 化学同人 571.01||Yo 215000800



377 ソフトセンサー入門 : 基礎から実用的研究例ま
で

船津公人, 金子
弘昌共著

コロナ社 571.1||Fu 215000774

378 バリア技術 : 基礎理論から合成・成形加工・分
析評価まで

永井一清編著 共立出版 571.4||Ba 215000925

379 晶析工学は、どこまで進歩したか(最近の化學
工學:64)

化学工学会編/化学
工学会材料界面部会
晶析技術分科会著

化学工学会関
東支部/三恵社
(発売)

571.6||Sy 215001520

380 進展するマイクロ・ナノバブルの基礎研究と拡
がる産業利用(微細気泡の最新技術:Vol.2)

オフィス東和編
エヌ・ティー・エ
ス

571||Bi||2 215000905

381
超臨界流体技術の開発と応用 普及版(CMCテ
クニカルライブラリー:506. 新材料・新素材シリー
ズ)

佐古猛監修
シーエムシー出
版

571||Ch 215000938

382 システム解析(シリーズ「新しい化学工学」:4) 黒田千秋編集 朝倉書店 571||Sh||4 215001307

383 ものづくりの化学工学 : プロセス・イノベーション
を目指して

山口由岐夫著 丸善出版 571||Ya 215000794

384 小型燃料電池の最新技術 普及版(CMCテクニ
カルライブラリー:527. エレクトロニクスシリーズ)

神谷信行, 梅田
実監修

シーエムシー出
版

572.1||Ko 215000813

385
SPring-8の高輝度放射光を利用したグリーンエ
ネルギー分野における電池材料開発(CMC
books)

SPring-8グリー
ンエネルギー研
究会編

シーエムシー出
版

572.1||Sp 215000939

386 図解燃料電池技術 : 本格普及のための材料・
応用・インフラ開発

燃料電池開発情
報センター編

日刊工業新聞
社

572.1||Zu 215001364

387
リチウムイオン電池の高安全技術と材料 普及
版(CMCテクニカルライブラリー:516. エレクトロ
ニクスシリーズ)

佐藤登, 吉野彰
監修

シーエムシー出
版

572.12||Ri 215000809

388
リチウムイオン電池この15年と未来技術 普及
版(CMCテクニカルライブラリー:524. エレクトロ
ニクスシリーズ)

吉野彰監修
シーエムシー出
版

572.12||Ri 215000812

389 電気化学と電解槽の工学 日根文男著 化学同人 572||Hi 215000798

390 バイオガスの最新技術 普及版(CMCテクニカル
ライブラリー:499. 地球環境シリーズ)

西尾尚道, 中島
田豊監修

シーエムシー出
版

575.59||Ba 215000805

391 コスメティックサイエンス : 化粧品の世界を知る
宮澤三雄編著/
安藤秀哉 [ほか]
著

共立出版 576.7||Ko 215001321

392
水性塗料技術開発の新展開 普及版(CMCテク
ニカルライブラリー:521. ファインケミカルシリー
ズ)

三代澤良明編集
シーエムシー出
版

576.8||Su 215000810

393 機能性脂質のフロンティア 普及版(CMCテクニ
カルライブラリー:490. ファインケミカルシリーズ)

佐藤清隆, 柳田
晃良, 和田俊監
修

シーエムシー出
版

576||Ki 215000804

394 ゲルテクノロジーハンドブック : 機能設計・評価・
シミュレーションから製造プロセス・製品化まで

岡野光夫 [ほか]
編集幹事

エヌ・ティー・エ
ス

578.036||Ge 215000907



395 高分子添加剤分析ガイドブック 西岡利勝編 朝倉書店 578.4||Ko 215000768

396
プラスチックハードコート材料の最新技術 普及
版(CMCテクニカルライブラリー:523. 新材料・新
素材シリーズ)

矢澤哲夫監修
シーエムシー出
版

578.4||Pu 215000811

397 トコトンやさしいプラスチック材料の本(B&Tブッ
クス. 今日からモノ知りシリーズ)

高野菊雄著
日刊工業新聞
社

578.4||Ta 215001366

398 プラスチック成形加工学の教科書 井沢省吾著
日刊工業新聞
社

578.46||Iz 215001362

399 金型設計者1年目の教科書 落合孝明著
日刊工業新聞
社

578.46||Oc 215001360

400 押出成形のトラブルとその対策 : 良品質の押出
成形品を得るために 増補版(初歩プラシリーズ)

沢田慶司著 三光出版社 578.46||Sa 215001525

401 水再生・活性化への挑戦 : 炭素と鉄のチカラ 小島昭著
化学工業日報
社

578.5||Ko 215001523

402 撥水・撥油の技術と材料 普及版(CMCテクニカ
ルライブラリー:513. 新材料・新素材シリーズ)

辻井薫監修
シーエムシー出
版

578||Ha 215000807

403
次世代共役ポリマーの超階層制御と革新機能
普及版(CMCテクニカルライブラリー:514. 新材
料・新素材シリーズ)

赤木和夫監修
シーエムシー出
版

578||Ji 215000808

404 グラフト重合による高分子吸着材革命
斎藤恭一, 藤原
邦夫, 須郷高信
著

丸善出版 578||Sa 215001386

405
精密高分子の基礎と実用化技術 普及版(CMC
テクニカルライブラリー:504. 新材料・新素材シ
リーズ)

中濱精一監修
シーエムシー出
版

578||Se 215000937

406
細胞分離・操作技術の最前線 普及版(CMCテク
ニカルライブラリー:535. バイオテクノロジーシ
リーズ)

福田敏男, 新井
史人監修

シーエムシー出
版

579.95||Sa 215000814

407
微生物によるものづくり : 化学法に代わるホワイトバイ
オテクノロジーの全て 普及版(CMCテクニカルライブラ
リー:540. バイオテクノロジーシリーズ)

植田充美監修
シーエムシー出
版

579.97||Bi 215000815

408 地球を救うメタルバイオテクノロジー : 微生物と
金属資源のはなし

山下光雄, 清和
成編著

成山堂書店 579.97||Ch 215000926

409 フードトラップ : 食品に仕掛けられた至福の罠
マイケル・モス著
/本間徳子訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

588.09||Mo 215001500

410 地域創生のデザイン : 多様な地域のポテンシャ
ルを最大限引き出す

山崎朗編著 中央経済社 601.1||Ch 215001402

411 東京で勝てるブランドのつくりかた : 地元で愛さ
れ全国区へ

山本聖 [著]
クロスメディア・パ
ブリッシング/イン
プレス (発売)

601.1||Ya 215001506

412 創造的地域社会 : 中国山地に学ぶ超高齢社会
の自立

松永桂子著 新評論 601.173||Ma 215001042



413 危機に立つ食糧・農業・農協 : 消えゆく農業政
策

石原健二著 時潮社 611.1||Is 215001446

414 減反廃止 : 農政大転換の誤解と真実 荒幡克己著
日本経済新聞
出版社

611.33||Ar 215001405

415 だから、ぼくは農家をスターにする : 『食べる通
信』の挑戦

高橋博之著
CCCメディアハ
ウス

611.4||Ta 215001348

416
社会起業家が〈農〉を変える : 生産と消費をつ
なぐ新たなビジネス(シリーズ・いま日本の「農」
を問う:6)

益貴大, 小野邦
彦, 藤野直人著

ミネルヴァ書房 611.46||Ek 215001453

417 新レジャー農業時代 : 日本の美しい農村と文化
を守るために

東正則著 農林統計出版 611.77||Sh 215001534

418 農林水産の経済学 馬奈木俊介編 中央経済社 611||No 215001357

419 西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む : ごみ活用
による緑化と飢餓克服、紛争予防

大山修一著 昭和堂 612.4||Oy 215000823

420 施設園芸・植物工場ハンドブック
日本施設園芸協
会企画・編集

農山漁村文化
協会

615.7||Sh 215000839

421 りんごをアップルとは呼ばせない : 津軽りんご
人たちが語る日本農業の底力

黄孝春, 平本和
博著

弘前大学出版
会

625.21||Ho 215001544

422 育てて楽しむブドウ 栽培・利用加工 小林和司著 創森社 625.61||Ko 215001528

423 原色野菜の病害虫診断事典 農文協編
農山漁村文化
協会

626.18||Ge 215000838

424 ポトマック先生の花づくり12カ月 : やさしくわか
る四季の花101種の育て方

平田幸彦著
時事通信出版
局/時事通信社
(発売)

627||Hi 215001479

425 犬と人の生物学 : 夢・うつ病・音楽・超能力
スタンレー・コレ
ン著/三木直子
訳

築地書館 645.6||Co 215001668

426 豚肉の歴史(「食」の図書館)
キャサリン・M・ロ
ジャーズ著/伊
藤綺訳

原書房 648.26||Ro 215001380

427 野生動物の管理システム : クマ・シカ・イノシシ
との共存をめざして

梶光一, 小池伸
介編著

講談社 659.7||Ya 215000765

428 牡蠣とトランク 畠山重篤著 ワック 666.7||Ha 215001535

429 応用微細藻類学 : 食料からエネルギーまで
倉橋みどり, 小
柳津広志編著

成山堂書店 668.5||Oy 215000927

430 国際ビジネス英和活用辞典 : 国際取引・貿易・
為替・証券

菊地義明編
日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

670.93||Ko 215000693



431 体系的な新国際ビジネスのコミュニケーション :
電子化を背景とした新貿易立国

岡本祥子, 亀山
修一著

白桃書房 670.93||Ok 215001379

432 マイナンバーで広がる電子署名・認証サービス
手塚悟 [ほか]
著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

670||Ma 215001499

433 中国商業賄賂規制コンプライアンスの実務
北京市金杜法律事務
所コンプライアンス
チーム編

商事法務 671.3||Ch 215001478

434 吉祥寺「ハモニカ横丁」物語 井上健一郎著 国書刊行会 672.1365||In 215001328

435 今ある在庫がみるみる売れる12の方法 : すぐ
に役立つ"秘密の講義"始めます。

幸本陽平著 自由国民社 673.3||Ko 215001343

436 まちづくり:デッドライン : 生きる場所を守り抜くた
めの教科書

木下斉, 広瀬郁
著/日経アーキ
テクチュア編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

673.7||Ki 215001039

437 介護起業 杢野暉尚著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ/幻冬舎

673.95||Mo 215001333

438 現代フードサービス論
日本フードサー
ビス学会編

創成社 673.97||Ge 215001484

439 デザインの魂は細部に宿る
パイインターナ
ショナル

674.3||De 215000931

440 商品と顧客をつなぐカタログのデザイン(Design
for communication)

ビー・エヌ・エヌ
新社

674.3||Sh 215000827

441 反響が事前にわかる!チラシの撒き方・作り方7
ステップ(Do books)

有田直美著 同文舘出版 674.7||Ar 215001356

442 ビッグデータ活用の常識は今すぐ捨てなさい :
経営者のためのシンプルなニーズ予測戦略

神戸デジタル・ラ
ボ編

幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

675.2||Bi 215001332

443 心理マーケティングの基本 : この1冊ですべて
わかる

梅津順江著
日本実業出版
社

675.2||Um 215001371

444 図解物流センターのすべて : 「儲けを生み出
す」しくみと運営のしかた

広田幹浩著
日本実業出版
社

675.4||Hi 215001370

445
新しいアナリティクスの教科書 : データと経営を結び付
けるWeb解析の進化したステージ(アナリティクスアソシ
エーション公式テキスト : a2i books)

アナリティクスア
ソシエーション著

インプレス 675||At 215001504

446
サービス・ロジックによる現代マーケティング理
論 : 消費プロセスにおける価値共創へのノル
ディック学派アプローチ

クリスチャン・グ
ルンルース著/
蒲生智哉訳

白桃書房 675||Gr 215001378

447 仕事に使える動画術 : 成功例に学ぶYouTube
活用とオリジナル動画作成法

家子史穂, 千崎
達也著

翔泳社 675||Ie 215001635

448 「爆買い」中国人に売る方法 : これが正しいイン
バウンド消費攻略

徐向東著
日本経済新聞
出版社

675||Jo 215001406



449 スマホ客を呼び込む最強の仕掛け 鈴木将司著
シーアンドアー
ル研究所

675||Su 215001517

450 スープを売りたければ、パンを売れ 山田まさる[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

675||Ya 215001492

451 マーケティングに使える「家計調査」 : 世界最大
の消費者ビッグデータは「宝の山」だ

吉本佳生著 講談社 675||Yo 215001295

452 日本古代の運河と水上交通
鈴木靖民,  川尻
秋生,  鐘江宏之
編

八木書店古書
出版部/八木書
店 (発売)

684.021||Ni 215000825

453 ネット通販時代の宅配便(日本交通政策研究会
研究双書:29)

林克彦, 根本敏
則編著

成山堂書店 685.9||Ha 215001342

454 寝台列車再生論 : 寝台夜行列車の存続・活性
化に向けての提言

堀内重人著 戎光祥出版 686.21||Ho 215001669

455 鉄道遺構再発見(Lixil booklet)
伊東孝, 小野田
滋, 西村浩執筆

LIXIL出版 686.21||It 215001518

456 汽車ポッポ判事の鉄道と戦争 ゆたかはじめ著 弦書房 686.21||Yu 215001516

457 踏切事故はなぜなくならないか 安部誠治編著 高文研 686.7||Fu 215001416

458 新・観光立国論 : イギリス人アナリストが提言す
る21世紀の「所得倍増計画」

デービッド・アト
キンソン著

東洋経済新報
社

689.1||At 215001355

459 「おもてなし」依存が会社をダメにする : 観光、
ホテル、旅館業のための情報産業論

青木昌城著 文眞堂 689.8||Ao 215001503

460 Print matters : the cutting edge of print :
[Tokyo]

[edited and
produced by
viction:ary]

Viction
Workshop Ltd. .,
c2015

757||Pr 215000801

461 乳酸を活かしたスポーツトレーニング 新版 八田秀雄著 講談社 780.193||Ha 215000710

462 Unity5入門 : 最新開発環境による簡単3D&2D
ゲーム制作

荒川巧也, 浅野
祐一著

SBクリエイティ
ブ

798.5||Ar 215001660

463 完全マスター中国語の文法 改訂版 瀬戸口律子著 語研 825||Se 215001089

464 一億人の英文法 : すべての日本人に贈る : 「話
すため」の英文法(東進ブックス)

大西泰斗, ポー
ル・マクベイ著

ナガセ 835||On 215001090
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