
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 石油精製プロセス 新版 石油学会編 講談社 575.52||Se 215003715

2 関数型プログラミングに目覚めた! : IQ145の女
子高校生の先輩から受けた特訓5日間

岡部健著 秀和システム 007.64||Ok 215003719

3 これが正解!ひとり暮らしスタートブック : ひとり
暮らしがもっと楽しくなる!

主婦の友社編 主婦の友社 590||Ko 215003720

4 バッテリマネジメント工学 : 電池の仕組みから
状態推定まで

足立修一, 廣田
幸嗣編著/押上
勝憲 [ほか] 著

東京電機大学
出版局

572.1||Ba 215003723

5 トコトンやさしい界面活性剤の本(B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

阿部正彦, 坂本一
民, 福井寛著

日刊工業新聞
社

576.5||Ab 215003724

6
電子機器の熱流体解析入門 : 熱流体モデリン
グ/シミュレーションの基本を完全マスター : わ
かりやすく・やさしく・役に立つ 第2版

国峰尚樹編著
日刊工業新聞
社

549||De 215003725

7 電力システム改革の検証 : 開かれた議論と国
民の選択のために

山内弘隆, 澤昭
裕編

白桃書房 540.9||De 215003731

8 大学と高校を結ぶ化学基礎演習
佐々一治 [ほか]
共著

培風館 430||Da 215003733

9 鼻行類 : 新しく発見された哺乳類の構造と生活
(平凡社ライブラリー:289)

ハラルト・シュテュン
プケ著/日高敏隆, 羽
田節子訳

平凡社 480.4||St 215003735

10 近代日本の医療と患者 : 学用患者の誕生 新村拓著
法政大学出版
局

490.21||Sh 215003737

11 つなぐビール : 地方の小さな会社が創るもの 嶌田洋一著 ポプラ社 588.54||Sh 215003740

12 有機半導体の基盤と原理 : 無機半導体・銀塩
写真に照らして

谷忠昭著 丸善出版 549.8||Ta 215003741

13 基礎スラリー工学
椿淳一郎, 森隆
昌, 佐藤根大士
著

丸善出版 431.83||Ts 215003742

14 エントロピーの正体
アリー・ベン=ナ
イム著/小野嘉
之訳

丸善出版 426.55||Be 215003743

15 変分原理と物理学 鈴木増雄著 丸善出版 421.5||Su 215003744

16
農業再生に挑むコミュニティビジネス : 豊かな
地域資源を生かすために(シリーズ・いま日本の
「農」を問う:7)

曽根原久司 [ほ
か] 著

ミネルヴァ書房 612.1||No 215003746
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17 おもしろい!日本の畜産はいま : 過去・現在・未
来(シリーズ・いま日本の「農」を問う:8)

広岡博之 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 612.1||Om 215003747

18 例題で学ぶ集合と論理 鈴木登志雄著 森北出版 410.9||Su 215003748

19 基礎からわかる高分子材料(物質工学入門シ
リーズ)

井上和人, 清水
秀信, 岡部勝共
著

森北出版 578||In 215003749

20 幾何公差 : 設計に活かす「加工」「計測」の視点
プラーナー編/高戸
雄二, 名取久仁春, 木
下悟志共著

森北出版 531.98||Ki 215003750

21 自動運転 : システム構成と要素技術
保坂明夫, 青木啓二,
津川定之共著 森北出版 537||Ho 215003751

22 地底から宇宙をさぐる : ニュートリノ質量が発見
されるまで 増補新版

戸塚洋二, 梶田
隆章著

岩波書店 429.65||To 215003752

23 関孝和論序説
上野健爾 [ほか]
著

岩波書店 419.1||Se 215003753

24 ぼくらの哀しき超兵器 : 軍事と科学の夢のあと
(岩波現代全書:071)

植木不等式著 岩波書店 559||Ue 215003755

25 10年後、生き残る理系の条件 竹内健著 朝日新聞出版 507||Ta 215003756

26 トヨタ仕事の基本大全
OJTソリューショ
ンズ著

KADOKAWA 537.067||To 215003758

27 環境化学(エキスパート応用化学テキストシリー
ズ)

坂田昌弘編著/
磯部友彦 [ほか]
著

講談社 450.13||Ka 215003759

28 分析化学(エキスパート応用化学テキストシリー
ズ)

湯地昭夫, 日置
昭治著

講談社 433||Yu 215003760

29 解放老人 : 認知症の豊かな体験世界 野村進著 講談社 493.758||No 215003761

30 細胞の不思議 : すべてはここからはじまる
永田和宏著/キ
ム・イェオン絵

講談社 463||Na 215003762

31 ヒトはいかにして生まれたか : 遺伝と進化の人
類学(講談社学術文庫:[2288])

尾本恵市著 講談社 469.2||Om 215003772

32
普通の家族がいちばん怖い : 崩壊するお正
月、暴走するクリスマス(新潮文庫:8911, い-98-
1)

岩村暢子著 新潮社 498.5||Iw 215003776

33 数学する身体 森田真生著 新潮社 410||Mo 215003778

34 地球の履歴書(新潮選書) 大河内直彦著 新潮社 450||Ok 215003780



35 6度目の大絶滅
エリザベス・コル
バート著/鍛原
多惠子訳

NHK出版 467.5||Ko 215003784

36 盗まれた最高機密 : 原爆・スパイ戦の真実
(NHKスペシャル)

山崎啓明著 NHK出版 559.7||Ya 215003785

37 地方創生ビジネスの教科書
増田寛也監修・
解説

文藝春秋 601.1||Ch 215003789

38 電気・電子工学概論 : オームの法則～コン
ピュータサイエンス 新版

和田清 [ほか]
著

朝倉書店 540||De 215003794

39 動物倫理入門
ローリー・グルー
エン著/河島基
弘訳

大月書店 480.9||Gr 215003797

40 絵ときでわかる熱工学 第2版
安達勝之, 佐野
洋一郎共著

オーム社 533||Ad 215003798

41 博士のエンジン手帖 [1](MFi叢書) 畑村耕一[著] 三栄書房 537.2||Ha||1 215003800

42 博士のエンジン手帖 2(MFi叢書) 畑村耕一[著] 三栄書房 537.2||Ha||2 215003801

43 キホンのホン(実験で使うとこだけ生物統計:2) 池田郁男著 羊土社 460.7||Ik||2 215003808

44 岩波データサイエンス vol. 1
岩波データサイエン
ス刊行委員会編 岩波書店 007.609||Iw||1 215003809

45 生き物の不思議な力(日経BPムック)(ナショナル
ジオグラフィック:特別編集)

日経ナショナルジオ
グラフィック社/日経
BPマーケティング(発
売)

480.4||Ik 215003810

46 進化計算 (ニューロエボリューション) と深層学
習 (ディープラーニング) : 創発する知能

伊庭斉志著 オーム社 007.13||Ib 215003811

47 あなたの細胞培養、大丈夫ですか?! : ラボの事
例から学ぶ結果を出せる「培養力」

西條薫, 小原有
弘編

羊土社 463.5||An 215003812

48
スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析キャ
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3

馬場敬之著 マセマ出版社 413.59||Ba 215003813

49 見えないものをさぐる--それがベイズ : ツール
による実践ベイズ統計

藤田一弥著 オーム社 417||Fu 215003814

50 統計的因果推論(統計解析スタンダード) 岩崎学著 朝倉書店 417||Iw 215003815

51 実践Python3
マーク・サマー
フィールド著/斎
藤康毅訳

オライリー・ジャパン/
オーム社 (発売) 007.64||Su 215003816

52 複素関数論の基礎 山本直樹著 裳華房 413.52||Ya 215003817



53 植物は「知性」をもっている : 20の感覚で思考す
る生命システム

ステファノ・マンクー
ゾ, アレッサンドラ・
ヴィオラ著/久保耕司
訳

NHK出版 471.3||Ma 215003818

54 コネクトーム : 脳の配線はどのように「わたし」を
つくり出すのか

セバスチャン・ス
ン著/青木薫訳

草思社 491.371||Se 215003819

55 現代天文学史 : 天体物理学の源流と開拓者た
ち

小暮智一著
京都大学学術
出版会

440.2||Ko 215003820

56 自然計算へのいざない(ナチュラルコンピュー
ティング・シリーズ:第0巻)

小林聡, 萩谷昌己, 横
森貴編著/山村雅幸
[ほか] 共著

近代科学社 007.1||Sh 215003821

57 素数とゼータ関数(共立講座 数学の輝き:6)
小山信也著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 413.5||Ko 215003822

58 量子論の果てなき境界 : ミクロとマクロの世界
にひそむシュレディンガーの猫たち

クリストファー C. ジェ
リー, キンバリー M.
ブルーノ著/河辺哲
次訳

共立出版 421.3||Ge 215003823

59 生物界をつくった微生物
ニコラス・マネー著
/小川真訳

築地書館 465||Mo 215003824

60 若い読者のための第三のチンパンジー : 人間
という動物の進化と未来

ジャレド・ダイアモンド
著/レベッカ・ステフォ
フ編著/秋山勝訳

草思社 469||Di 215003825

61 鉄鋼の組織制御 : その原理と方法 牧正志著 内田老鶴圃 563.6||Ma 215003826

62 ベイズ計算統計学(統計解析スタンダード) 古澄英男著 朝倉書店 417||Ko 215003827

63 科学の本一〇〇冊 村上陽一郎著 河出書房新社 404||Mu 215003828

64 新・生細胞蛍光イメージング
原口徳子, 木村
宏, 平岡泰編

共立出版 463.07||Se 215003829

65 海の生き物はなぜ多様な性を示すのか : 数学
で解き明かす謎(共立スマートセレクション:1)

山口幸著/巌佐
庸コーディネー
ター

共立出版 481.72||Ya 215003830

66 ダーウィンの遺産 : 進化学者の系譜(岩波現代
全書:077)

渡辺政隆著 岩波書店 467.5||Wa 215003831

67 21世紀に読む「種の起原」
デイヴィッド・N・
レズニック [著]/
垂水雄二訳

みすず書房 467.5||Re 215003832

68 Organic syntheses 2nd ed collective vol. 1
edited by A.H.
Blatt

Wiley/Chapman
& Hall

434.08||Or||1 215003838

69 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 2

John Wiley &
Sons

434.08||Or||2 215003839

70 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 3

John Wiley &
Sons

434.08||Or||3 215003840



71 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 4

John Wiley &
Sons

434.08||Or||4 215003841

72 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 5

John Wiley &
Sons

434.08||Or||5 215003842

73 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 6

John Wiley &
Sons

434.08||Or||6 215003843

74 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 7

John Wiley &
Sons

434.08||Or||7 215003844

75 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 8

John Wiley &
Sons

434.08||Or||8 215003845

76 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 9

John Wiley &
Sons

434.08||Or||9 215003846

77 Organic syntheses A rev. ed. of annual volumes
collective v. 10

John Wiley &
Sons

434.08||Or||10 215003847

78
Organic syntheses : reaction guide :
incorporating collective volumes 1-7 and
annual volumes 65-68

Dennis C. Liotta,
Mark Volmer

Wiley 434.08||Or 215003848

79 現場で役立つ化学分析の基礎 第2版
日本分析化学会
編

オーム社 433||Ge 215003850

80
基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路 :
パワエレ素子のON/OFFと動作波形の関係が
よくわかる!! 改訂2版

島村茂著 オーム社 549.8||Sh 215003851

81 地図の世界史大図鑑
ジェリー・ブロット
ン著/齋藤公太
[ほか] 翻訳

河出書房新社 448.9||Br 215003854

82 楽しみながら学ぶ物理入門 山崎耕造著 共立出版 420||Ya 215003856

83 層とホモロジー代数(共立講座 数学の魅力:5) 志甫淳著 共立出版 410.8||Sh 215003857

84 論理・集合・数学語(共立講座 数学探検:3) 石川剛郎著 共立出版 410.8||Is 215003858

85 オーラルヒストリー電気通信事業法
林秀弥, 武智健
二著

勁草書房 694.1||Ha 215003860

86 地域包括ケアと地域医療連携 二木立著 勁草書房 498.13||Ni 215003861

87 集積回路設計(電子情報通信レクチャーシリー
ズ:C-13)

電子情報通信学
会編/浅田邦博
著

コロナ社 549.7||As 215003866

88 Pythonで始めるプログラミング入門
大和田勇人, 金
盛克俊共著

コロナ社 007.64||Ow 215003867



89 生体システム工学の基礎(計測・制御テクノロ
ジーシリーズ:21)

福岡豊, 内山孝
憲, 野村泰伸共
著

コロナ社 491.3||Fu 215003868

90 ロボット機構学(ロボティクスシリーズ:8)
永井清, 土橋宏
規共著

コロナ社 548.3||Ro||8 215003869

91 初めて学ぶエンジン技術と機械工学
エンジン技術者
教育研究会編

コロナ社 533.4||Ha 215003870

92 卒業設計で考えたこと。そしていま [1](建築文
化シナジー)

五十嵐太郎編/青
木淳 [ほか著]

彰国社 525.1||So 215003873

93 解読ジェフリー・バワの建築 : スリランカの「アニ
ミズム・モダン」

岩本弘光著 彰国社 523.259||Iw 215003874

94 脳と心のしくみ : 最新科学が解き明かす! : ビ
ジュアル版(大人のための図鑑)

池谷裕二監修 新星出版社 491.371||No 215003875

95 機械・金属材料学(Professional engineer library) 黒田大介編著 実教出版 531.2||Ki 215003876

96
図解でよくわかる発酵のきほん : 発酵のしくみ
と微生物の種類から、食品・製薬・環境テクノロ
ジーまで(すぐわかるすごくわかる!)

舘博監修 誠文堂新光社 588.51||Zu 215003880

97
図解でよくわかる植物工場のきほん : 設備投
資・生産コストから、養液栽培の技術、流通、販
売、経営まで(すぐわかるすごくわかる!)

古在豊樹監修 誠文堂新光社 615.7||Zu 215003881

98 トラウマの現実に向き合う : ジャッジメントを手
放すということ(創元こころ文庫:P-8)

水島広子著 創元社 493.74||Mi 215003882

99 海洋底掘削の基礎と応用(海中技術シリーズ:1)
日本船舶海洋工学会
海中技術研究委員会
編

成山堂書店 558.4||Ka 215003883

100 重金属類汚染対策のための鉱物材料ガイド
ブック

日本学術振興会産学協力研究
委員会鉱物新活用第111委員会
重金属類と鉱物の相互作用に
関するワーキンググループ編

ブイツーソ
リューション/星
雲社 (発売)

519.5||Ju 215003884

101 統計学のための数学教室 : この1冊で腑に落ち
る

永野裕之著 ダイヤモンド社 410||Na 215003887

102 消化管(おなか)は泣いています : 腸内フローラ
が体を変える、脳を活かす

内藤裕二著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画/ダイヤモンド
社 (発売)

493.4||Na 215003889

103 土と水の探究者たち : 地盤調査、災害調査で
生活の土台を支える

瀬古一郎著/『土と水
の探究者たち』出版
委員会編

ダイヤモンド・ビジネ
ス企画/ダイヤモンド
社 (発売)

511.27||Se 215003890

104 脳を最適化する : ブレインフィットネス完全ガイ
ド

アルバロ・フェルナンデス, エルコ
ノン・ゴールドバーグ, パスカル・
マイケロン著/山田雅久訳

CCCメディアハ
ウス

491.371||Fe 215003893

105 今すぐ使える2D CAD 3D CAD 3Dプリンタ : 設
計技術者必携BOOK

西原一嘉編著/
西原小百合 [ほ
か] 著

電気書院 531.9||Im 215003895

106 最後の楽園の生きものたち
NHK「ホットス
ポット」制作班編

東京書籍 482||Sa 215003896



107 数学の森 : 大学必須数学の鳥瞰図
岡本和夫, 長岡
亮介著

東京図書 410||Ok 215003897

108 SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解
析 第4版

石村貞夫 [ほか]
著

東京図書 490.19||Sp 215003898

109 徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか : 家康の
あっぱれな植物知識

稲垣栄洋著
東洋経済新報
社

470.4||In 215003899

110 誘導モータのベクトル制御技術 新中新二著
東京電機大学
出版局

542.43||Sh 215003901

111 誰も知らない屠場の仕事 : 牛が食卓にのぼる
まで…

桜井厚 [ほか]
著/桜井厚, 岸衛
編

創土社 648.22||Da 215003902

112 依存症ビジネス : 「廃人」製造社会の真実
デイミアン・トン
プソン著/中里
京子訳

ダイヤモンド社 493.74||Th 215003903

113 眠っているとき、脳では凄いことが起きている :
眠りと夢と記憶の秘密

ペネロペ・ルイス著/
西田美緒子訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

491.371||Le 215003904

114 代替医療の光と闇 : 魔法を信じるかい?
ポール・オフィッ
ト著/ナカイサヤ
カ訳

地人書館 492.79||Of 215003905

115 ぼくは物覚えが悪い : 健忘症患者H・Mの生涯
スザンヌ・コーキ
ン著/鍛原多惠
子訳

早川書房 491.371||Co 215003906

116 マンモスのつくりかた : 絶滅生物がクローンでよ
みがえる

ベス・シャピロ著/宇丹
貴代実訳 筑摩書房 467.25||Sh 215003907

117 なぜ老いるのか、なぜ死ぬのか、進化論でわか
る

ジョナサン・シルバー
タウン [著]/寺町朋子
訳

インターシフト/
合同出版(発売)

491.358||Si 215003908

118 人体600万年史 : 科学が明かす進化・健康・疾
病 上

ダニエル・E・リー
バーマン著/塩
原通緒訳

早川書房 469.2||Li 215003909

119 ゾンビの科学 : よみがえりとマインドコントロー
ルの探究

フランク・スウェ
イン著/西田美
緒子訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

461.1||Sw 215003910

120 新種の冒険 : びっくり生きもの100種の図鑑
クエンティン・ウィー
ラー, サラ・ペナク著/
西尾香苗訳

朝日新聞出版 460||Wh 215003911

121 記憶をあやつる(角川選書:560) 井ノ口馨著 KADOKAWA 491.371||In 215003912

122 半導体が一番わかる : これくらいは知っておき
たい仕組みと最新技術(しくみ図解:044)

内富直隆著 技術評論社 549.8||Uc 215003922

123 世界最高のバイオテク企業(Harvard business
review press)

ゴードン・バインダー,
フィリップ・バシェ共著/
山崎勝永訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

499.067||Bi 215003923

124 結晶塑性論 : 多彩な塑性現象を転位論で読み
解く

竹内伸著 内田老鶴圃 459.93||Ta 215003924



125 いのちを"つくって"もいいですか? : 生命科学の
ジレンマを考える哲学講義

島薗進著 NHK出版 490.15||Sh 215003925

126 バイオレメディエーションで地球の水を甦らせる
: 微生物博士の未来への挑戦

森下日出旗著 総合法令出版 519.4||Mo 215003926

127
バイオベースマテリアルの新展開 普及版(CMC
テクニカルライブラリー:440 , 新材料・新素材シ
リーズ)

木村良晴, 小原
仁実監修

シーエムシー出
版

578||Ba 215003927

128 バイオマテリアル : その基礎と先端研究への展
開

田畑泰彦, 塙隆
夫編著

東京化学同人 492.89||Ba 215003928

129 主要国の環境とエネルギーをめぐる比較政治 :
持続可能社会への選択

太田宏著 東信堂 519.1||Ot 215003930

130 クライメート・ジャスティス : 温暖化対策と国際交
渉の政治・経済・哲学

明日香壽川著 日本評論社 519.1||As 215003935

131 ギガトン・ギャップ : 気候変動と国際交渉(オルタ
ナグリーン選書)

古沢広祐, 足立
治郎, 小野田真
二編

オルタナ/ウィズ
ワークス (発売)

519.1||Gi 215003936

132 マスターしておきたい技術英語の基本 決定版
Richard Cowell,
佘錦華共著

コロナ社 507.7||Co 215003946

133 林政学講義 永田信著
東京大学出版
会

651.1||Na 215003947

134 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3版 和田勝著 羊土社 460||Wa 215003948

135 マンガで学ぶ動物倫理 : わたしたちは動物とど
うつきあえばよいのか

伊勢田哲治著/
なつたかマンガ

化学同人 490.15||Is 215003952

136
マテリアル革命 : ノーベル賞級の研究者が挑
む!元素をあやつる現代の錬金術(ニュートン別
冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレ
ス

501.4||Ma 215003975

137 初歩からの数学 ハードカバー版
Raymond A.Barnett,
Michael R.Ziegler, Karl
E.Byleen著/柳沼壽訳

丸善出版 410||Ba 215003976

138 地球科学の開拓者たち : 幕末から東日本大震
災まで(岩波現代全書:053)

諏訪兼位著 岩波書店 450.28||Su 215003977

139 「地球システム」を科学する(Beret science) 伊勢武史著 ベレ出版 450||Is 215003978

140 生物多様性保全の経済学 大沼あゆみ著 有斐閣 519||On 215003979

141 細胞培養トレーニング(細胞工学:別冊. ゼロから
はじめるバイオ実験マスターコース:3)

西方敬人 [ほか]
著

学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング
(発売)

467.25||Ze||3 215003980

142 加工食品には秘密がある
メラニー・ウォー
ナー著/楡井浩
一訳

草思社 498.54||Wa 215003981



143 応用電子回路工学(電気学会大学講座) 松澤昭 [著]
電気学会/オー
ム社 (発売)

549.3||Ma 215003982

144 チーズと文明
ポール・キンステッド
著/和田佐規子訳 築地書館 648.18||Ki 215003986

145 電子・物性系のための量子力学 : デバイスの本
質を理解する

小野行徳著 森北出版 421.3||On 215003988

146 はじめての画像処理技術 第2版 岡崎彰夫著 森北出版 007.1||Ok 215003989

147 世界のかわいい小鳥 上田恵介監修
パイインターナ
ショナル

488||Ue 215003997

148 すぐに使える医療・看護英語
井上麻未 [ほか]
著

メジカルビュー
社

492.907||Su 215003999

149 現代物理化学
寺嶋正秀, 馬場
正昭, 松本吉泰
著

化学同人 431||Te 215004000

150 コンピュータ科学とプログラミング入門 : コン
ピュータとアルゴリズムの基礎

小高知宏著 近代科学社 007.64||Od 215004003

151 鉱物レシピ : 結晶づくりと遊びかた さとうかよこ著 グラフィック社 459.9||Sa 215004004

152 高層建築が一番わかる : 建設・保守・解体を基
礎から学べる(しくみ図解:048)

五十嵐太郎 [ほ
か] 著

技術評論社 526.9||Ko 215004009

153
生活用品の化学が一番わかる : 生活に不可欠
な化学の力を身近な製品で解説(しくみ図
解:052)

武田徳司, 平松
紘実, 喜多泰夫
著

技術評論社 570||Ta 215004010

154 センサ技術最前線(I/O books) I/O編集部編 工学社 501.22||Se 215004011

155 今こそ家政学 : くらしを創る11のヒント
『家政学のじか
ん』編集委員会
編

ナカニシヤ出版 590||Im 215004012

156 博士のエンジン手帖 3(MFi叢書) 畑村耕一[著] 三栄書房 537.2||Ha||3 215004015

157
機能性ペプチドの最新応用技術 : 食品・化粧
品・ペットフードへの展開 普及版(CMCテクニカ
ルライブラリー:558. 食品シリーズ)

有原圭三監修
シーエムシー出
版

464.25||Ki 215004016

158 理工系のための生物学 改訂版 坂本順司著 裳華房 460||Sa 215004017

159 ぼくらは「化学」のおかげで生きている(素晴らし
きサイエンス:chemistry)

齋藤勝裕著 実務教育出版 430||Sa 215004020

160 ぼくらは「数学」のおかげで生きている(素晴らし
きサイエンス:mathematics)

柳谷晃著 実務教育出版 410||Ya 215004021



161 量子力学で生命の謎を解く
ジム・アル=カリーリ,
ジョンジョー・マクファ
デン著/水谷淳訳

SBクリエイティ
ブ

464.9||Al 215004024

162 高校数学の美しい物語 マスオ著
SBクリエイティ
ブ

410||Ma 215004025

163
最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる
本 : 産業廃棄物の処理委託マニュアル 第2版
(How-nual図解入門)

尾上雅典著 秀和システム 519.7||On 215004026

164 「何もない部屋」で暮らしたい
ミニマルライフ研
究会著

宝島社 590.4||Na 215004028

165 美しすぎる宇宙の絶景～ハッブル宇宙望遠鏡
25周年記念DVD BOOK(宝島MOOK)

渡部潤一監修 宝島社 440||Ut 215004029

166 マッカーリ一般化学 上
D.A. McQuarrie, P.A.
Rock, E.B. Gallogly著
/村田滋訳

東京化学同人 430||Mc||1 215004031

167 マッカーリ一般化学 下
D.A. McQuarrie, P.A.
Rock, E.B. Gallogly著
/村田滋訳

東京化学同人 430||Mc||2 215004032

168 驚異の腸内フローラ : 腸が変われば人生が変
わる

田中保郎著 ぶんか社 491.7||Ta 215004033

169 バッテリーウォーズ : 次世代電池開発競争の最
前線

スティーヴ・レ
ヴィン著/田沢恭
子訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

572.12||Le 215004035

170
左ハンドル国産車が日本を救う : 日本経済V字
再生のための国富戦略シミュレーションと提言 :
left hand drive car

小森正智, 小森
正隆著

プレジデント社 537.09||Ko 215004039

171 SwiftではじめるiPhoneアプリ開発の教科書 森巧尚著 マイナビ出版 694.6||Mo 215004040

172 気候変動適応策のデザイン
三村信男監修/
太田俊二, 武若
聡, 亀井雅敏編

クロスメディア・マー
ケティング/インプレ
ス (発売)

451.85||Ki 215004041

173 「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわ
かる事典(Beret science)

涌井貞美著 ベレ出版 420||Wa 215004043

174 世界でいちばん素敵な夜空の教室
多摩六都科学館
天文チーム監修

三才ブックス 440.4||Se 215004045

175 応用細胞資源利用学 第1巻
日本応用細胞生物学
会編 大学教育出版 463.04||Ou||1 215004046

176 基礎演習機械振動学(新・数理工学ライブラリ:
機械工学=別巻1)

岩田佳雄, 佐伯
暢人, 小松崎俊
彦共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

531.18||Iw 215004047

177 光工学入門(電気・電子工学ライブラリ:UKE-B5) 森木一紀著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

425||Mo 215004048

178 新・演習機械製図 : グローバル化に対処する製
図リテラシー(機械工学:EKK-ex7)

塚田忠夫, 金田
徹共著

数理工学社/サ
イエンス社(発
売)

531.98||Ts 215004049



179 はじめてのレーザ溶接(はじめての溶接シリー
ズ:3)

荒谷雄著 産報出版 566.6||Ar 215004052

180 インターネットと人権侵害 : 匿名の誹謗中傷〜
その現状と対策

佐藤佳弘著
武蔵野大学出
版会

547.4833||Sa 215004055

181 ヘテロ環の化学 : 基礎と応用
John A.Joule, Keith
Mills著/中川昌子, 有
澤光弘訳

東京化学同人 438.9||Jo 215004058

182 ポップスで精神医学 : 大衆音楽を"診る"ための
18の断章

山登敬之 [ほか]
著

日本評論社 493.7||Po 215004098

183 人体600万年史 : 科学が明かす進化・健康・疾
病 下

ダニエル・E・リー
バーマン著/塩
原通緒訳

早川書房 469.2||Li||2 215004099

184 ありえない生きもの : 生命の概念をくつがえす
生物は存在するか?

デイヴィッド・トゥーミー
著/越智典子訳 白揚社 460.4||To 215004100

185 スパム「spam」 : インターネットのダークサイド
フィン・ブラントン
著/松浦俊輔訳

河出書房新社 547.4833||Br 215004101

186
最新半導体業界の動向とカラクリがよ〜くわか
る本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載
第2版(How-nual図解入門. 業界研究)

センス・アンド・
フォース著

秀和システム 549.8||Sa 215004103

187
よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み : プロセスの
全体を俯瞰する : あなたの知らない半導体の秘密がわかる
第2版(How-nual図解入門)

佐藤淳一著 秀和システム 549.8||Sa 215004104

188
僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。 :
東大発バイオベンチャー「ユーグレナ」のとてつ
もない挑戦

出雲充著 ダイヤモンド社 473.45||Iz 215004105

189 極論で語る感染症内科
岩田健太郎著/
香坂俊編集協力

丸善出版 493.8||Iw 215004106

190 生物はなぜ誕生したのか : 生命の起源と進化
の最新科学

ピーター・ウォード, ジョ
ゼフ・カーシュヴィンク著
/梶山あゆみ訳

河出書房新社 461.6||Wa 215004108

191 ゼロからトースターを作ってみた結果(新潮文
庫:10338, シ-38-22)

トーマス・トウェ
イツ [著]/村井
理子訳

新潮社 500||Th 215004117

192 キホンのキ(実験で使うとこだけ生物統計:1) 池田郁男著 羊土社 460.7||Ik||1 215004121

193 プリンストン数学大全
ティモシー・ガワーズ, ジューン・
バロウ=グリーン, イムレ・リー
ダー編/砂田利一 [ほか] 監訳

朝倉書店 410.36||Pu 215004122

194 機械学習(東京大学工学教程. 情報工学)
東京大学工学教程編纂
委員会編/中川裕志著 丸善出版 007.13||Na 215004123

195 犬と猫のサイエンス(別冊日経サイエンス:209)
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)

645.6||In 215004124

196
スバラシク実力がつくと評判の線形代数キャン
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4

馬場敬之著 マセマ出版社 411.3||Ba 215004125



197 図解建築プレゼンのグラフィックデザイン
坂牛卓, 平瀬有
人, 中野豪雄著

鹿島出版会 525.1||Sa 215004126

198 趣味で量子力学 広江克彦著 理工図書 421.3||Hi 215004127

199 曲面と可積分系(現代基礎数学:18) 井ノ口順一著 朝倉書店 410.8||Ge||18 215004128

200
スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャン
パス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位
なんて楽に取れる! 改訂1

馬場敬之著 マセマ出版社 421.3||Ba 215004129

201 実感する化学 改訂 上巻 地球感動編
A Project of the American
Chemical Society原著/Cathy
Middlecamp代表執筆/廣瀬千秋
訳

エヌ・ティー・エ
ス

430||Ji||1 215004130

202 図説生物たちの超技術 志村史夫監修 洋泉社 460||Zu 215004138

203 Rによるデータマイニング入門
山本義郎, 藤野
友和, 久保田貴
文共著

オーム社 007.609||Ya 215004140

204 レム・コールハース|OMA驚異の構築
ロベルト・ガル
ジャーニ著/岩
元真明訳

鹿島出版会 523.359||Ga 215004141

205 完全独習ベイズ統計学入門 小島寛之著 ダイヤモンド社 417||Ko 215004148

206 北海道の守り方 : グローバリゼーションという
「経済戦争」に抗する10の戦略

久田徳二編著 寿郎社 611.1||Ho 215004150

207 東大のディープな数学 : 数学が面白くなる 大竹真一著 KADOKAWA 410||Ot 215004176

208 情報処理入門 : 学士力のためのIT基礎スキル
: Windows10/Office2016

深井裕二著 コロナ社 007.6||Fu 215004177

209 科学の知識と英語を身につける(Beret books) 臼井俊雄著 ベレ出版 407||Us 215004178

210 要点明解線形数学 改訂版
印南信宏 [ほか]
共著

培風館 411.3||Yo 215004179

211 意味がわかるベイズ統計学 : まずはこの一冊
から(Beret science)

一石賢著 ベレ出版 417||Ka 215004180

212
ビジュアル化学 : 元素の性質と化学反応のカラ
クリがよくわかる! 3版(NEWTONムック)(ニュート
ン別冊)

ニュートンプレ
ス

430||Bi 215004181

213 基本化学熱力学 基礎編 蒲池幹治著 三共出版 431.6||Ka 215004182

214 基礎からわかる電気化学 第2版(物質工学入門
シリーズ)

泉生一郎 [ほか]
著

森北出版 431.7||Ki 215004183



215 有機化学 改訂2版
奥山格, 石井昭
彦, 箕浦真生著

丸善出版 437||Ok 215004184

216 イタリア人が見た日本の「家と街」の不思議
ファブリツィオ・
グラッセッリ著/
水沢透訳

パブラボ/星雲
社 (発売)

523.37||Gr 215004185

217 フィールドサイエンティスト : 地域環境学という
発想(Natural history)

佐藤哲著
東京大学出版
会

468||Sa 215004186

218 こんなにおもしろい建築士の仕事 石井大一朗著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

520.7||Is 215004187

219 情報通信ネットワーク講義ノート : 基本からわ
かる

大塚裕幸 [ほか]
共著

オーム社 547.483||Jo 215004188

220 Selenium実践入門 : 自動化による継続的なブラ
ウザテスト(Web+DB Pressプラスシリーズ)

伊藤望 [ほか]
著

技術評論社 547.4833||Se 215004189

221 理系のためのレポート・論文完全ナビ 新版 見延庄士郎著 講談社 407||Mi 215004198

222 環境生態工学(環境・都市システム系教科書シ
リーズ:21)

宇野宏司, 渡部
守義共著

コロナ社 519||Un 215004199

223 大学1・2年生のためのすぐわかる数学 改訂版 江川博康著 東京図書 413.3||Eg 215004200

224 結晶転位論 : 鉄から窒化ガリウムまで 坂公恭著 丸善出版 459.93||Sa 215004201

225 初心者のための機械製図 第4版
植松育三, 高谷
芳明共著

森北出版 531.98||Sh 215004202

226 土木・交通工学のための統計学 : 基礎と演習
轟朝幸[ほか]共
著

コロナ社 417||Do 215004203

227 見てすぐつくれる建築模型の本 長沖充著 彰国社 525.1||Na 215004204

228 Web制作の技術 : 企画から実装, 運営まで(未
来へつなぐデジタルシリーズ:32)

松本早野香編著/服
部哲, 大部由香, 田代
光輝著

共立出版 547.4833||We 215004205

229 確かな力が身につくJavaScript「超」入門 狩野祐東著
SBクリエイティ
ブ

547.4833||Ka 215004206

230
理論から学ぶデータベース実践入門 : リレー
ショナルモデルによる効率的なSQL(Web+DB
Pressプラスシリーズ)

奥野幹也著 技術評論社 007.609||Ok 215004207

231 精密重合が拓く高分子合成 : 高度な制御と進
む実用化(CSJ Current Review:20)

日本化学会編 化学同人 431.9||Se 215004221

232 マクスウェル方程式から始める電磁気学
小宮山進, 竹川敦共
著 裳華房 427||Ko 215004296



233 対応分析入門 : 原理から応用まで : 解説Rで検
算しながら理解する

Sten-Erik
Clausen著/藤本
一男訳・解説

オーム社 417||Cl 215004297

234 だから医学は面白い : 幻 (ビジョン) を追い続け
た私の軌跡

日野原重明著
日本医事新報
社

490.4||Hi 215004302

235 人体図 : しくみ, 機能, 病気と原因(ニュートン別
冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレ
ス

491.3||Ji 215004303

236 ハイパフォーマンスPython
Micha Gorelick,
Ian Ozsvald著/
相川 愛三訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Go 215004304

237 ホモロジー入門(大学数学の入門:5. 幾何学:2) 坪井俊著
東京大学出版
会

414||Ts 215004308

238 SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 第5版
石村貞夫, 劉晨,
石村光資郎著

東京図書 417||Is 215004312

239
日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る : な
ぜ、日本企業の防虫蚊帳がケニアでトップシェ
アをとれたのか?

浅枝敏行著
東洋経済新報
社

589.29||As 215004313

240 ストラング線形代数イントロダクション(世界標準
MIT教科書)

ギルバート・ストラン
グ著/松崎公紀, 新妻
弘共訳

近代科学社 411.3||St 215004315

241 プラクティカル生命・環境倫理 : 「生命圏の倫理
学」の展開(世界思想社現代哲学叢書)

徳永哲也著 世界思想社 490.15||To 215004317

242 微生物が地球をつくった : 生命40億年史の主
人公

ポール・G・フォーコウ
スキー著/松浦俊輔
訳

青土社 465||Fo 215004318

243 食材の細胞科学・産業的応用(応用細胞資源利
用学:第2巻)

日本応用細胞生
物学会編

大学教育出版 463.04||Ou||2 215004321

244 光工学入門(電気・電子工学ライブラリ:UKE-B5) 森木一紀著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

425||Mo 215004323

245 日本の野生植物 改訂新版 第1巻ソテツ科～カ
ヤツリグサ科

大橋広好 [ほか]
編

平凡社 470.38||Ni||1 215004327

246
遺伝子から解き明かす昆虫の不思議な世界 :
地球上で最も繁栄する生き物の起源から進化
の5億年

大場裕一, 大澤
省三, 昆虫DNA
研究会編

悠書館 486.1||Id 215004328

247 線型代数の発想 第4版
三浦毅 [ほか]
共著

学術図書出版
社

411.3||Se 215004330

248 太陽光植物工場の新展開
野口伸, 橋本康,
村瀬治比古編著

養賢堂 615.7||Ta 215004331

249 材料科学入門
James F. Shackelford
[著]/掛川一幸 [ほか]
訳/みみずく舎編集

医学評論社 501.4||Sh 215004384

250 光ってなに? : 光の場と光量子との物理 北川米喜著
大阪大学出版
会

425.1||Ki 215004385



251
統計処理に使うExcel活用法 : データ分析に使
えるExcel実践テクニック(先輩が教え
る:Series07)

相澤裕介著 カットシステム 417||Ai 215004386

252 カラスの補習授業 松原始著 雷鳥社 488.99||Ma 215004387

253 Organic syntheses : collective volumes I-VIII,
cumulative indices

edited by
Jeremiah P.
Freeman

Wiley 215004390

254 みんなに知ってほしい超伝導のスゴイ話 井口家成著 彩図社 427.45||Ig 215004394

255 ひとけたの数に魅せられて
マーク・チャン
バーランド [著]/
川辺治之訳

岩波書店 410||Ch 215004395

256 ドローンの世紀 : 空撮・宅配から武装無人機ま
で

井上孝司著 中央公論新社 538.6||In 215004397
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