
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 腐食防食用語事典
日本材料学会腐
食防食部門委員
会編

晃洋書房 563.7||Fu 216000935

2 ナノサイエンス図鑑 : 未来が見える極小世界
ピーター・フォーブズ,
トム・グリムジー著/
日暮雅通訳

河出書房新社 504||Fo 216000936

3 江戸の科学大図鑑
太田浩司 [ほか]
監修

河出書房新社 402.105||Ed 216000937

4 植物別名辞典
日外アソシエー
ツ編集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

470.33||Sh 216000938

5 分子性物質の物理 : 物性物理の新潮流
鹿野田一司, 宇
治進也編著

朝倉書店 428||Bu 216000942

6 ゴーゴーバーの経営人類学 : バンコク中心部に
おけるセックスツーリズムに関する微視的研究

市野沢潤平著 めこん 673.94||Ic 216000943

7 里山観光の資源人類学 : 京都府美山町の地域
振興

堂下恵著 新曜社 689.2162||Do 216000944

8 ザ・ツーリスト : 高度近代社会の構造分析
D.マキァーネル
著/安村克己
[ほか] 訳

学文社 689||Ma 216000946

9 なぜふつうに食べられないのか : 拒食と過食の
文化人類学

磯野真穂著 春秋社 493.74||Is 216000951

10 ステロイドと「患者の知」 : アトピー性皮膚炎の
エスノグラフィー

牛山美穂著 新曜社 494.8||Us 216000952

11 伝わるデザインの基本 : よい資料を作るための
レイアウトのルール 増補改訂版

高橋佑磨, 片山
なつ著

技術評論社 021.4||Ta 216000967

12 バンディット問題の理論とアルゴリズム (MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ)

本多淳也, 中村
篤祥著

講談社 007.13||Ho 216000968

13 ウェブデータの機械学習 (MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ)

ダヌシカ ボレガ
ラ, 岡崎直観, 前
原貴憲著

講談社 007.13||Bo 216000969

14 数学の作法 蟹江幸博著 近代科学社 410.4||Ka 216000970
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15 データ解析におけるプライバシー保護 (MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ)

佐久間淳著 講談社 007.609||Sa 216000971

16 代数的組合せ論入門 (共立叢書現代数学の潮
流)

坂内英一, 坂内
悦子, 伊藤達郎
著

共立出版 411.22||Ba 216000972

17 ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 改訂版 小野義正著 丸善出版 407||On 216000976

18 量子物理学のための線形代数 : ベクトルから
量子情報へ

中原幹夫著 培風館 421.3||Na 216000977

19 気候変動で読む地球史 : 限界地帯の自然と植
生から (NHKブックス:1240)

水野一晴著 NHK出版 451.85||Mi 216000978

20 面白くて眠れなくなる元素 左巻健男著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所
(発売)

431.11||Sa 216000979

21 プログラムで愉しむ数理パズル : 未解決の難問
やAIの課題に挑戦

伊庭斉志著 コロナ社 007.64||Ib 216000980

22 ネットのルール (学校では教えてくれない大切
なこと:12)

関和之マンガ・イ
ラスト

[旺文社] 694.5||Se 216000991

23 Pythonによるwebスクレイピング
ライアン・ミッチェ
ル著/黒川利明
訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.58||Mi 216000992

24 定本ディジタル・システムの設計 : ディジタル技
術の基礎からASIC設計まで 改訂新版

猪飼国夫, 猪飼
維斗共著

CQ出版 549.3||Ik 216001024

25 鋼橋 : 鋼橋および合成橋の概念と設計
ジャン-ポール・ルベ,
マンフレッド・ヒルト著
/山田健太郎訳

鹿島出版会 515.45||Le 216001025

26 今度こそ納得!難しくない品質工学 鈴木真人著
日刊工業新聞
社

509.66||Su 216001026

27 一般気象学 第2版補訂版 小倉義光著
東京大学出版
会

451||Og 216001027

28 ひまわりの黄金比 : 形の科学への入門 根岸利一郎著 日本評論社 463.7||Ne 216001028

29 エンゲル・リード物理化学 下
Thomas Engel,
Philip Reid著/稲
葉章訳

東京化学同人 431||En||2 216001029



30 人間VSテクノロジー : 人は先端科学の暴走を
止められるのか

ウェンデル・ウォ
ラック著/大槻敦
子訳

原書房 404||Wa 216001030

31 科学と文化をつなぐ : アナロジーという思考様
式

春日直樹編
東京大学出版
会

002||Ka 216001031

32 演習で学ぶ生命科学 : 物理・化学・数理からみ
る生命科学入門

東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

羊土社 460||En 216001032

33 物理の眼で見る生き物の世界 : バイオミメティ
クス皆伝

望月修著 コロナ社 464.9||Mo 216001033

34 64の事例からわかる金属腐食の対策 藤井哲雄著 森北出版 563.7||Fu 216001034

35 工業有機化学 : 原料多様化とプロセス・プロダ
クトの革新 下

H.A.Wittcoff,
B.G.Reuben, J.S.Plotkin
著/田島慶三, 府川伊三
郎訳

東京化学同人 570||Wi||2 216001035

36 ピアノ技術革新とマーケティング戦略 : 楽器の
ブランド形成メカニズム

大木裕子著 文眞堂 582.7||Ok 216001036

37 これからのMEMS : LSIとの融合
江刺正喜, 小野
崇人共著

森北出版 530||Es 216001037

38 はじめての生産加工学 1 基本加工技術編
帯川利之, 笹原
弘之編著/齊藤
卓志 [ほか] 著

講談社 532||Ha||1 216001038

39 はじめての生産加工学 2 応用加工技術編
帯川利之, 笹原
弘之編著/齊藤
卓志 [ほか] 著

講談社 532||Ha||2 216001039

40 有機イオントロニクス : 固体イオニクス・有機光
エレクトロニクス素子の原理と応用

小野田光宜 [ほ
か] 著

森北出版 549||Yu 216001040

41 電気・電子計測工学 (電気・電子系教科書シ
リーズ:5)

吉澤昌純編著/
降矢典雄 [ほか]
共著

コロナ社 549||De||5 216001041

42 高校数学でわかるアインシュタイン : 科学という
考え方

酒井邦嘉著
東京大学出版
会

404||Sa 216001042

43 データ分析によるネットワークセキュリティ
Michael Collins
著/木下哲也訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.483||Co 216001043

44 ウェブやアプリに新たな視点をもたらす+100の
指針 (インタフェースデザインの心理学:続)

Susan Weinschenk著
/武舎広幸, 武舎る
み, 阿部和也訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.6||We 216001044



45
あなたの知らないところでソフトウェアは何をしているのか? : 映画や
ゲームのグラフィックス、データ検索、暗号化、セキュリティー、データ
圧縮、ルート探索……華やかな技術の裏でソフトウェアがしているこ
と

V・アントン・スプ
ロール著/原隆
文訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.63||Sp 216001045

46 通信事業者選択の経済分析 : スイッチングコス
トからのアプローチ

中村彰宏著 勁草書房 694.21||Na 216001046

47 TPPと農林業・国民生活 田代洋一編著 筑波書房 678.3||Tp 216001047

48 DSM-5鑑別診断ハンドブック
Michael B.First
[著]/下田和孝,
大曽根彰訳

医学書院 493.72||Fi 216001053

49 朝倉数学辞典
川又雄二郎 [ほ
か] 編集

朝倉書店 410.33||As 216001054

50 食品衛生検査指針 理化学編 (2015)
日本食品衛生
協会

498.54||Sh 216001055

51 記号・図記号ハンドブック 新2版 片岡徳昌著
日本理工出版
会

540.36||Ka 216001056

52 超薄切片法の実際 (IIRS顕微鏡ラボマニュア
ル:7)

門谷裕一著/綜
合画像研究支援
編

西村書店 460.75||Ka 216001057

53
留学生のための理科系専門用語辞典 : 数学・
物理・化学・生物 : 日本語-英語-アラビア語 改
訂増補版

日本学生支援機構
大阪日本語教育セ
ンター編集

日本学生支援機構大
阪日本語教育センター
/穂高書店 (発売)

403.3||Ry 216001062

54 サイエンスペディア1000
ポール・パーソ
ンズ著/古谷美
央訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

403.6||Pa 216001063

55 世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽系から宇
宙の果てまで

ホヴァート・スヒ
リング著/武井
摩利訳

創元社 440||Sc 216001064

56 花火の事典 新井充監修 東京堂出版 575.98||Ha 216001066

57 築何年? : 炭素で調べる古建築の年代研究 (歴
博フォーラム)

国立歴史民俗博
物館, 坂本稔,
中尾七重編

吉川弘文館 521.8||Ch 216001071

58 総合病院の心理臨床 : 赤十字の実践
全国赤十字臨床
心理技術者の会
編

勁草書房 490.14||So 216001084

59 よくわかる観光社会学 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

安村克己 [ほか]
編著

ミネルヴァ書房 689||Yo 216001098



60 実感する化学 改訂 下巻 生活感動編
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||2 216001099

61 フローチャートで考える有機反応機構
Mark G. Moloney
[著]/上村明男
訳

丸善出版 437.01||Mo 216001100

62 半導体量子構造の物理 (現代物理学. 展開シ
リーズ:5)

平山祥郎, 山口
浩司, 佐々木智
著

朝倉書店 428.8||Hi 216001101

63 人物でよむ物理法則の事典
米沢富美子総編集/
辻和彦編集幹事/小
野嘉之 [ほか] 編集

朝倉書店 420.33||Ji 216001102

64 納得しながら電子物性 (納得しながら学べる物
理シリーズ:4)

岸野正剛著 朝倉書店 428.4||Ki 216001103

65 初歩の統計力学を取り入れた熱力学 (シリーズ
「これからの基礎物理学」:1)

小野嘉之著 朝倉書店 426.5||On 216001104

66 実験で学ぶ土砂災害
土木学会地盤工学委
員会斜面工学研究小
委員会編

土木学会/丸善
出版 (発売)

455.89||Ji 216001105

67 プロが教える鉱物・宝石のすべてがわかる本
(史上最強カラー図解)

下林典正, 石橋
隆監修

ナツメ社 459||Pu 216001106

68 日本の地震地図 南海トラフ・首都直下地震対
応版

岡田義光著 東京書籍 453.21||Ok 216001107

69 鉱物・岩石入門 : 色や形の不思議、でき方のメ
カニズムがよくわかる 増補版

青木正博著 誠文堂新光社 459||Ao 216001108

70 活断層とどう向き合うか
常田賢一, 片岡
正次郎著

理工図書 511.3||To 216001109

71 火山 : 噴火のしくみ・災害・身の守り方 饒村曜著 成山堂書店 453.8||Ny 216001110

72 地球とヒトと微生物 : 身近で知らない驚きの関
係 (知りたいサイエンス:131)

山中健生著 技術評論社 465||Ya 216001111

73 図解よくわかる「都市鉱山」開発 : レアメタルリ
サイクルが拓く資源大国への道 (B&Tブックス)

原田幸明, 醍醐
市朗著

日刊工業新聞
社

565||Ha 216001112

74 すし図鑑 藤原昌高著 マイナビ 596.21||Su 216001123



75 次世代パワー半導体実装の要素技術と信頼性
(エレクトロニクスシリーズ)

菅沼克昭監修
シーエムシー出
版

549.8||Ji 216001126

76 世界一うつくしい植物園 木谷美咲文 エクスナレッジ 470.76||Ki 216001127

77 都市・建築・不動産企画開発マニュアル 入門版
2016-17 (エクスナレッジムック)

田村誠邦, 甲田
珠子著

エクスナレッジ 520.91||Ta 216001128

78 ミリタリーテクノロジーの物理学「核兵器」 (イー
スト新書Q:Q005)

多田将 [著] イースト・プレス 559.7||Ta 216001129

79 宇宙のはじまり : 多田将のすごい授業 (イース
ト新書Q:Q003)

多田将 [著] イースト・プレス 443.9||Ta 216001130

80 会社四季報業界地図 2017年版
東洋経済新報社
編

東洋経済新報
社

602.1||Ka||'17 216001136

81 重回帰分析からメタ分析まで (研究論文を読み
解くための多変量解析入門:基礎篇)

L.G.グリム, P.R.
ヤーノルド編著

北大路書房 417||Ju 216001138

82
人類なら知っておきたい、「人工知能」の今と未
来の話 : 最新ロボットからディープラーニングま
で、これ1冊でよくわかる!

開発社著 PHP研究所 007.13||Ji 216001140

83 今度こそ理解できる!シュレーディンガー方程式
入門

榛葉豊著 化学同人 421.3||Sh 216001141

84 天才数学者はこう解いた、こう生きた : 方程式
四千年の歴史 (講談社学術文庫:[2360])

木村俊一 [著] 講談社 410.2||Ki 216001157

85 日本鉄鋼業の光と影 (シリーズ企業・経営の現
場から:3)

藤田昭夫 [ほか]
著

勁草書房 564.09||Ni 216001158

86 各分野の専門家が伝える子どもを守るために
知っておきたいこと 改訂

宋美玄 [ほか]
著

メタモル出版 599||Ka 216001159

87 人工知能はなぜ未来を変えるのか (中経の文
庫)

松尾豊, 塩野誠
著

KADOKAWA 007.13||Ma 216001163

88 大原幽学ものがたり : 農業組合と女性教育の
先駆者

鈴木久仁直著 アテネ出版社 289.1||Oh 216001164

89
グループワークによる情報リテラシ : 情報の収
集・分析から, 論理的思考, 課題解決, 情報の表
現まで

魚田勝臣編著/
渥美幸雄 [ほか]
著

共立出版 007.6||Gu 216001173



90 Excel VBA逆引き辞典パーフェクト 第3版 田中亨著 翔泳社 007.64||Ta 216001195

91 HTML5&CSS3標準デザイン講座 : lectures and
exercises 30 lessons

草野あけみ著 翔泳社 547.4833||Ku 216001196

92 いちばんやさしいHTML5&CSS3の教本 : 人気
講師が教える本格Webサイトの書き方

赤間公太郎, 大
屋慶太, 服部雄
樹著

インプレス 547.4833||Ak 216001197

93 マンガでわかる電気設備
五十嵐博一著/
笹岡悠瑠作画

オーム社 528.43||Ig 216001198

94 Webデザインの見本帳 : 実例で学ぶ最新のスタ
イルとセオリー

森本友理 [ほか]
共著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス
(発売)

547.4833||We 216001199

95 WordPress仕事の現場でサッと使える!デザイン
教科書 (Webデザイナー養成講座)

中島真洋著 技術評論社 547.4833||Na 216001200

96 パワー半導体デバイス (実践パワーエレクトロ
ニクス入門)

松本寿彰編著/
小倉常雄 [ほか]
著

オーム社 549.8||Pa 216001201

97 GISを使った主題図作成講座 : 地域情報をまと
める・伝える

島崎彦人 [ほか]
著

古今書院 448.9||Gi 216001202

98
機械学習 (マシンラーニング) と深層学習
(ディープラーニング) : C言語によるシミュレー
ション

小高知宏著 オーム社 007.13||Od 216001203

99 原子力安全・保安院政策史
橘川武郎, 武田
晴人著

経済産業調査
会

539.091||Ki 216001204

100 新・明解Java入門 柴田望洋著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Sh 216001205

101 SPSSによるデータ分析
寺島拓幸, 廣瀬
毅士著

東京図書 417||Te 216001206

102 コンピューター&テクノロジー解体新書 : ビジュ
アル版

ロン・ホワイト著/ティモシー・エド
ワード・ダウンズイラスト/トップス
タジオ訳

SBクリエイティ
ブ

548.2||Wh 216001207

103 ブロックチェーンの衝撃 : ビットコイン、FinTech
からIoTまで社会構造を覆す破壊的技術

ビットバンク株式会社,
『ブロックチェーンの衝
撃』編集委員会著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

338||Bu 216001208

104 文系のためのSPSSデータ解析
山際勇一郎, 服
部環著

ナカニシヤ出版 417||Ya 216001209



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

東京化学同人 437||Wa||2 216001210

106 名作住宅から学ぶ窓廻りディテール図集
堀啓二, 共立女
子大学堀研究室
編著

オーム社 524.89||Me 216001211

107 コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフ
トウエアのインタフェース 第5版 上

David A.Patterson,
John L.Hennessy著/
成田光彰訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

548.2||Pa||1 216001212

108 みんなのIchigoJam (イチゴジャム) 入門 :
BASICで楽しむゲーム作りと電子工作

古籏一浩, 江崎
徳秀著

リックテレコム 548.2||Fu 216001213

109 理工系なら必ず知っておきたい英語論文を読
みこなす技術

福田尚代, 西山
聖久著

誠文堂新光社 407||Fu 216001214

110 JavaScriptによるデータビジュアライゼーション
入門

スティーブ・A・
トーマス著/木下
哲也訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Th 216001215

111 コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフ
トウエアのインタフェース 第5版 下

David A.Patterson,
John L.Hennessy著/
成田光彰訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

548.2||Pa||2 216001216

112 天然物の化学 : 魅力と展望 (科学のとびら:60) 上村大輔編 東京化学同人 439||Te 216001217

113 2時間でわかる図解IoTビジネス入門 小泉耕二著 あさ出版 007.3||Ko 216001218

114 力学 : 理工系の基礎 白石清著 裳華房 423||Sh 216001219

115 勝者のIoT戦略 小林純一著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.3||Ko 216001220

116 ImageJではじめる生物画像解析
三浦耕太, 塚田
祐基編著

学研メディカル
秀潤社/学研プ
ラス (発売)

460.7||Im 216001221

117 確かな力が身につくPython「超」入門 鎌田正浩著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ka 216001222

118 Facebookを最強の営業ツールに変える本 坂本翔著 技術評論社 673.3||Sa 216001223

119 ウエスト固体化学 : 基礎と応用
A.R.ウエスト著/
後藤孝 [ほか]
訳

講談社 431||We 216001224



120 はじめての人工知能 : Excel で体験しながら学
ぶAI

淺井登著 翔泳社 007.13||As 216001225

121 スッキリわかるSQL入門 : ドリル215問付き!
中山清喬, 飯田
理恵子著

インプレスジャパン/イ
ンプレスコミュニケー
ションズ (発売)

007.609||Na 216001226

122 スッキリわかるサーブレット&JSP入門 国本大悟著
インプレスジャパン/イ
ンプレスコミュニケー
ションズ (発売)

547.4833||Ku 216001227

123 ネットワーク仮想化 : 基礎からすっきりわかる入
門書

渡辺和彦 [ほか]
著

リックテレコム 547.48||Ne 216001228

124 Webデザイン必携。 : プロにまなぶ現場の制作
ルール84

北村崇, 浅野桜
共著

エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発
売)

547.4833||Ki 216001229

125 Webデザインの新しい教科書 : 基礎から覚え
る、深く理解できる。 改訂新版

こもりまさあき,
赤間公太郎共著

エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発
売)

547.4833||Ko 216001230

126 はじめての統計データ分析 : ベイズ的「ポストp
値時代」の統計学

豊田秀樹著 朝倉書店 417||To 216001231

127 CentOS7で作るネットワークサーバ構築ガイド
(Network server construction guide series:21)

サーバ構築研究
会著

秀和システム 547.483||Ce 216001232

128 コンピュータシステムの理論と実装 : モダンなコ
ンピュータの作り方

Noam Nisan, Shimon
Schocken著/斎藤康
毅訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.6||Ni 216001233

129 コンピュータと数学 (現代基礎数学:2) 高橋正子著 朝倉書店 410.8||Ge||2 216001234

130 インシデントレスポンス : コンピューターフォレン
ジックの基礎と実践

Jason T. Luttgens, Matthew
Pepe, Kevin Mandia著/高橋
聡 [ほか] 訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

547.4833||Lu 216001235

131 複素関数入門 (共立講座 数学探検:13) 相川弘明著 共立出版 410.8||Ky||13 216001236

132 科学者の目、科学の芽 (岩波科学ライブラ
リー:248)

岩波書店編集部
編

岩波書店 404||Ka 216001237

133 生命と科学技術の倫理学 : デジタル時代の身
体・脳・心・社会

森下直貴編/粟
屋剛 [ほか] 著

丸善出版 461.15||Se 216001238

134 Pythonからはじめる数学入門
アミット・サハ著/
黒川利明訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

410||Sa 216001239



135 エンゲル・リード物理化学 上
Thomas Engel,
Philip Reid著/稲
葉章訳

東京化学同人 431||En||1 216001240

136 教養としての生命倫理
村松聡, 松島哲
久, 盛永審一郎
編

丸善出版 490.15||Ky 216001241

137 欠測データの統計解析 (統計解析スタンダード) 阿部貴行著 朝倉書店 417||Ab 216001242

138 物理化学要論 第6版
Peter Atkins, Julio de
Paula [著]/千原秀昭,
稲葉章訳

東京化学同人 431||At 216001243

139 ベイズ法の基礎と応用 : 条件付き分布による統
計モデリングとMCMC法を用いたデータ解析

間瀬茂著 日本評論社 417||Ma 216001244

140 日常の「なぜ」に答える物理学 真貝寿明著 森北出版 420||Sh 216001245

141 数学における証明と真理 : 様相論理と数学基
礎論

佐野勝彦 [ほか]
著/菊池誠編

共立出版 410||Su 216001246

142 身につく入門統計学 (ファーストブックSTEP)
向後千春, 冨永
敦子著

技術評論社 417||Ko 216001247

143 強誘電体 : 基礎原理および実験技術と応用
(物質・材料テキストシリーズ)

上江洲由晃著 内田老鶴圃 541.65||Ue 216001248

144 世界の不思議な音 : 奇妙な音の謎を科学で解
き明かす

トレヴァー・コック
ス著/田沢恭子
訳

白揚社 424||Co 216001249

145 地球学入門 : 惑星地球と大気・海洋のシステム
第2版

酒井治孝著
東海大学出版
部

450||Sa 216001250

146 海洋底地球科学
中西正男, 沖野
郷子著

東京大学出版
会

452.8||Na 216001251

147 津波堆積物の科学 藤原治著
東京大学出版
会

455.9||Fu 216001252

148 図説鉱物の博物学 : 地球をつくる鉱物たち
松原總, 宮脇律
郎, 門馬綱一著

秀和システム 459.038||Ma 216001253

149 アストロバイオロジー : 地球外生命の可能性 山岸明彦著 丸善出版 440||Ya 216001254



150 「いのち」の自己組織 : 共に生きていく原理に向
かって

清水博著
東京大学出版
会

461.1||Sh 216001255

151 琉球列島のススメ (フィールドの生物学:16) 佐藤寛之著
東海大学出版
部

462.199||Sa 216001256

152 個性は遺伝子で決まるのか : 行動遺伝学から
わかってきたこと (Beret science)

小出剛著 ベレ出版 481.78||Ko 216001257

153 となりの野生動物 : 暮らし・環境・人との関わり
(Beret science)

高槻成紀著 ベレ出版 481.7||Ta 216001258

154 苦痛を科学する : ひとの苦しみを理解する話 西野卓著 克誠堂出版 491.378||Ni 216001259

155 いま、看護を問う 川島みどり著 看護の科学社 492.9||Ka 216001260

156 金属組織の現出と試料作製の基本 改訂版
材料技術教育研
究会編

大河出版 501.55||Ki 216001261

157 工業有機化学 : 原料多様化とプロセス・プロダ
クトの革新 上

H.A.Wittcoff, B.G.Reuben,
J.S.Plotkin著/田島慶三, 府
川伊三郎訳

東京化学同人 570||Wi||1 216001262

158 天然発酵の世界
サンダー・E・
キャッツ著/きは
らちあき訳

築地書館 588.51||Ka 216001263

159 ザ・手仕上げ作業 : ものづくり現場で受け継が
れる技術と技能

豊田自動織機技
術技能ラーニン
グセンター編

日刊工業新聞
社

532.7||Za 216001264

160 らくらく育児百科 : 子育てはらくに楽しく!
細谷亮太総監修
/小池澄子離乳
食指導

法研 599||Ra 216001265

161 都市をたたむ : 人口減少時代をデザインする都
市計画

饗庭伸著
花伝社/共栄書
房 (発売)

518.8||Ai 216001266

162 検証熊本大地震 : なぜ倒壊したのか?プロの視
点で被害を分析 (日経BPムック)

日経アーキテクチュア, 日
経ホームビルダー, 日経
コンストラクション編

日経BP社 369.31||Ke 216001267

163 建築振動を学ぶ : 地震から免震・制震まで
宮本裕司編著/永
野正行, 藤谷秀雄,
吉村智昭著

理工図書 524.91||Ke 216001268

164 放射線遮蔽 (原子力教科書)
小佐古敏荘, 笹
本宣雄共編

オーム社 539.68||Ho 216001269



165 メカ屋のための脳科学入門 : 脳をリバースエン
ジニアリングする

高橋宏知著
日刊工業新聞
社

491.371||Ta 216001270

166 この世界を知るための人類と科学の400万年史
レナード・ムロ
ディナウ著/水谷
淳訳

河出書房新社 402||Ml 216001271

167 数学者たちの楽園 : 「ザ・シンプソンズ」を作っ
た天才たち

サイモン・シン
[著]/青木薫訳

新潮社 778.77||Si 216001272

168 直感力を高める数学脳のつくりかた
バーバラ・オーク
リー著/沼尻由
起子訳

河出書房新社 371.41||Oa 216001273

169
よくわかる最新分析化学の基本と仕組み : 現場
で必要とされる分析法のノウハウ : 分析の基礎
第2版 (How-nual図解入門)

津村ゆかり著 秀和システム 433||Ts 216001274

170 すごい宇宙講義 多田将著 イースト・プレス 443.9||Ta 216001275

171 重力波は歌う : アインシュタイン最後の宿題に
挑んだ科学者たち

ジャンナ・レヴィ
ン著/田沢恭子,
松井信彦訳

早川書房 441.1||Le 216001276

172 ダークマターと恐竜絶滅 : 新理論で宇宙の謎に
迫る

リサ・ランドール
著/塩原通緒訳

NHK出版 440.12||Ra 216001277

173 摩擦のしわざ (ワンダー・ラボラトリ:03)
田中幸, 結城千
代子著/西岡千
晶絵

太郎次郎社エ
ディタス

423.5||Ta 216001278

174 泡のざわめき (ワンダー・ラボラトリ:04)
田中幸, 結城千
代子著/西岡千
晶絵

太郎次郎社エ
ディタス

423.86||Ta 216001279

175 Atom実践入門 : 進化し続けるハッカブルなエ
ディタ (Web+DB Pressプラスシリーズ)

大竹智也著 技術評論社 007.63||Ot 216001280

176 ビットコインとブロックチェーン : 暗号通貨を支え
る技術

アンドレアス・M・アントノ
プロス [著]/今井崇也,
鳩貝淳一郎訳

NTT出版 338||An 216001281

177 IoTデバイスプログラミング入門 : Windows 10
IoT CoreとRaspberry Piで作るIoTデバイス

北山洋幸著 カットシステム 007.64||Ki 216001282

178 Spring徹底入門 : Spring FrameworkによるJava
アプリケーション開発

NTTデータ著 翔泳社 547.4833||Sp 216001283

179 ユーザを成功に導くシステム開発契約 : クラウ
ドを見据えて 第2版

西本強著 商事法務 007.35||Ni 216001284



180 ノンデザイナーズ・デザインブック
Robin Williams著/吉川
典秀訳/小原司, 米谷テ
ツヤ日本語版解説

マイナビ出版 727||Wi 216001285

181
Android開発の教科書 : 黒帯エンジニアが教え
るプロの技術 (ヤフー黒帯シリーズ : KURO-
OBI)

筒井俊祐 [ほか]
著

SBクリエイティ
ブ

694.6||An 216001286

182 アクセンチュアのプロフェッショナルが教える
データ・アナリティクス実践講座

アクセンチュアア
ナリティクス著

翔泳社 336.17||Ak 216001287

183
Excel VBAでIEを思いのままに操作できるプロ
グラミング術 : Excel 2013/2010/2007/2003対
応

近田伸矢, 植木
悠二, 上田寛著

インプレスジャ
パン/インプレス
コミュニケーショ
ンズ (発売)

547.4833||Ch 216001288

184 プリンシプルオブプログラミング : 3年目までに
身につけたい一生役立つ101の原理原則

上田勲著 秀和システム 007.64||Ue 216001289

185 作って覚えるVisual C# 2015デスクトップアプリ
入門

荻原裕之, 宮崎
昭世著

秀和システム 007.64||Og 216001290

186 光合成細菌採る・増やす・とことん使う : 農業、
医療、健康から除染まで

佐々木健, 佐々
木慧著

農山漁村文化
協会

579.97||Sa 216001291

187 日本の花卉園芸光と影 : 歴史・文化・産業 (シ
リーズ・いま日本の「農」を問う:11)

今西英雄 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 627||Ni 216001292

188 1からの観光事業論
高橋一夫, 柏木
千春編著

碩学舎/中央経
済グループパブ
リッシング (発
売)

689||Ic 216001293

189 遺跡と技術 (日本古代の交通・交流・情報:3)
舘野和己, 出田
和久編

吉川弘文館 682.1||Is 216001294

190 原色庭石大事典 : 産地、原石の種類、造園で
の使用例などがひと目でわかる!

庭石大事典制作
委員会著

誠文堂新光社 629.61||Ge 216001295

191 食糧と人類 : 飢餓を克服した大増産の文明史
ルース・ドフリー
ス著/小川敏子
訳

日本経済新聞
出版社

611.3||De 216001298

192 サスティナブル・コンストラクション事典 [本編]
サスティナブル・コン
ストラクション事典編
集委員会編

産業調査会事
典出版センター

513.036||Sa 216001326

193 食品衛生検査指針 微生物編 (2015)
日本食品衛生
協会

498.54||Sh 216001327

194 空気調和・衛生用語辞典 第2版
空気調和・衛生
工学会編

オーム社 528.033||Ku 216001328



195 私たちはどこから来て、どこへ行くのか : 科学に
「いのち」の根源を問う

森達也著 筑摩書房 460.4||Mo 216001351

196
Python機械学習プログラミング : 達人データサ
イエンティストによる理論と実践 (Impress top
gear)

Sebastian
Raschka著/ク
イープ訳

インプレス 007.13||Ra 216001374

197 英語と日本語で学ぶ熱力学
Ruggero
Micheletto, 戸坂
亜希著

共立出版 426.5||Mi 216001375

198 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか : 東工大
講義

最相葉月著 ポプラ社 402.8||Sa 216001376

199 複素数入門 (共立講座 数学探検:4) 野口潤次郎著 共立出版 410.8||Ky||4 216001377

200 ニュートリノ小さな大発見 : ノーベル物理学賞へ
の階段 (朝日選書:945)

梶田隆章, 朝日
新聞科学医療部
著

朝日新聞出版 429.6||Ny 216001378

201 写真に見る地質と災害 : 応用地質の見方・考え
方

千木良雅弘著 近未来社 455||Ch 216001379

202 近世海難史の研究 段木一行著 吉川弘文館 557.84||Da 216001380

203 長もちの科学 : 良い製品を長く大事に使うため
の技術 (B&Tブックス. おもしろサイエンス)

京都工芸繊維大学
長もちの科学研究
センター編

日刊工業新聞
社

502.1||Na 216001381

204 都市環境学 第2版
都市環境学教材
編集委員会編

森北出版 518.8||To 216001382

205 地域環境マネジメント入門 : LCAによる解析と
対策

玄地裕, 稲葉敦,
井村秀文編

東京大学出版
会

519.13||Ch 216001383

206 スロッシング : 液面揺動とタンクの振動 小松敬治著 森北出版 501.24||Ko 216001384

207 光波工学を学ぶ : その基本から応用まで/付・
豊富な演習問題 改訂版

今井洋著 理工図書 425.4||Im 216001385

208 「図説」偽科学・珍学説読本
グレイム・ドナル
ド著/花田知恵
訳

原書房 402||Do 216001386

209 ニュートンのりんご、アインシュタインの神 : 科
学神話の虚実

アルベルト・A・
マルティネス著/
野村尚子訳

青土社 402||Ma 216001387



210 サイエンス・ブック・トラベル : 世界を見晴らす
100冊

山本貴光編 河出書房新社 404||Sa 216001388

211 物理学は歴史をどう変えてきたか : 古代ギリ
シャの自然哲学から暗黒物質の謎まで

アン・ルーニー
著/立木勝訳

東京書籍 420.2||Ro 216001389

212 理系なら知っておきたい物理の基本ノート カ
ラー改訂版 力学編

為近和彦著 Kadokawa 420||Ta 216001390

213 理系なら知っておきたい化学の基本ノート カ
ラー改訂版 物理化学編

岡島光洋著/中
経出版編集

Kadokawa 430||Ok 216001391

214 Pythonで体験する深層学習 : Caffe, Theano,
Chainer, TensorFlow

浅川伸一著 コロナ社 007.1||As 216001392

215 人としくみの農業 : 地域をひとから人へ手渡す
六次産業化

追手門学院大学ベン
チャービジネス研究所編/
香坂玲 [ほか] 著

追手門学院大
学出版会/丸善
出版 (発売)

611.77||Hi 216001393

216 世界の飼料穀物需給 : トウモロコシ需給の構造
変化

農畜産業振興機
構編

農林統計出版 616.9||Se 216001394

217 運輸・交通インフラと民力活用 : PPP/PFIのファ
イナンスとガバナンス

山内弘隆編著
慶應義塾大学
出版会

681.1||Un 216001395

218 造園の手引き : 造園学の知識から実務に必要
な技術まで

京都府造園協同
組合著

誠文堂新光社 629||Zo 216001396

219 免疫電顕法の実際 (IIRS顕微鏡ラボマニュア
ル:8)

玉木英明著/綜
合画像研究支援
編

西村書店 460.75||Ta 216001405

220 ゲノム編集の衝撃 : 「神の領域」に迫るテクノロ
ジー

NHK「ゲノム編
集」取材班著

NHK出版 467.25||Ge 216001419

221 世界の美しい野生ネコ
フィオナ・サンクイスト, メル・
サンクイスト著/テリー・ホ
イットテイカー写真/山上佳
子訳

エクスナレッジ 489.53||Su 216001421

222 日本列島の地震・津波・噴火の歴史 : 科学の目
で見る (Beret science)

山賀進 ベレ出版 453.2||Ya 216001422

223 一般化線形モデル (統計解析スタンダード) 汪金芳著 朝倉書店 417||Wa 216001423

224 世界のエリートがやっている最高の休息法 : 脳
科学×瞑想で集中力が高まる

久賀谷亮著 ダイヤモンド社 498.39||Ku 216001433



225 トコトンやさしい電気自動車の本 第2版 (B&T
ブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

廣田幸嗣著
日刊工業新聞
社

537.25||Hi 216001434

226
スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャン
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 413.3||Ba 216001437

227
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2

馬場敬之著 マセマ出版社 414.7||Ba 216001438

228 シュライバー・アトキンス無機化学 第6版 上
M. Weller [ほか]
著/田中勝久
[ほか] 訳

東京化学同人 435||Sh||1 216001439

229 入門演習パワーエレクトロニクス
山口正人, 横関
政洋共著

EnergyChord 549.8||Ya 216001444

230 星くずたちの記憶 : 銀河から太陽系への物語
(岩波科学ライブラリー:252)

橘省吾著 岩波書店 440||Ta 216001449

231 電力技術の実用理論 : 発電・送変電の基礎理
論からパワーエレクトロニクス応用まで 第3版

長谷良秀著 丸善出版 543.1||Ha 216001452

232 住宅設計詳細図集 : 珠玉のディテール満載 手嶋保著 オーム社 527.1||Te 216001453

233 科学の参謀本部 : ロシア/ソ連邦科学アカデ
ミーに関する国際共同研究

市川浩編著
北海道大学出
版会

402.38||Ka 216001454

234 活性酸素・フリーラジカルの科学 : 計測技術の
新展開と広がる応用 (CSJ Current Review:21)

日本化学会編 化学同人 435.43||Ka 216001455

235 やぶにらみ鳥たちの博物誌 : 鳥とりどりの生活
と文化

デイヴィド・ター
ナー著/別宮貞
徳監訳

悠書館 488||Tu 216001456

236 記憶が消えるとき : 老いとアルツハイマー病の
過去、現在、未来

ジェイ・イングラ
ム著/桐谷知未
訳

国書刊行会 493.758||In 216001457

237 コンクリートの劣化と補修がわかる本update

和泉意登志, 竹
田宣典編著/神
谷清志 [ほか]
著

コンクリート新
聞社

511.78||Ko 216001458

238 粒でできた世界 (ワンダー・ラボラトリ:01)
結城千代子, 田
中幸著/西岡千
晶絵

太郎次郎社エ
ディタス

431.11||Yu 216001459

239 空気は踊る (ワンダー・ラボラトリ:02)
結城千代子, 田
中幸著/西岡千
晶絵

太郎次郎社エ
ディタス

468.2||Yu 216001460



240 獣医臨床のための免疫学
長谷川篤彦監修
: 増田健一監修

学窓社 649.4||Ju 216001461

241 水圏の放射能汚染 : 福島の水産業復興をめざ
して

黒倉寿編 恒星社厚生閣 519.4||Su 216001462

242 漁港と町づくり (守ろう・育てよう日本の水産
業:1)

岩崎書店 662.1||Fu||1 216001470

243 私たちのくらしと魚 (守ろう・育てよう日本の水産
業:2)

岩崎書店 662.1||Fu||2 216001471

244 未来をつくる (守ろう・育てよう日本の水産業:3) 岩崎書店 662.1||Fu||3 216001472

245 大震災と水産業 (守ろう・育てよう日本の水産
業:4)

岩崎書店 662.1||Fu||4 216001473

246 都道府県別・まるわかり水産業 (守ろう・育てよ
う日本の水産業:5)

岩崎書店 662.1||Fu||5 216001474

247 図説世界の木工具事典 第2版
世界の木工具研
究会編

海青社 583.8||Zu 216001510

248 環境デザイン講義 内藤廣著 王国社 528||Na 216001511

249 空気力学の基礎

ジョン・D・アン
ダーソン,Jr.著/
山口裕, 樫谷賢
士訳

プレアデス出版 538.1||An 216001512

250 健康心理学・入門 : 健康なこころ・身体・社会づ
くり (有斐閣アルマ:Specialized)

島井哲志, 長田
久雄, 小玉正博
編

有斐閣 490.14||Ke 216001519

251 生活における地理空間情報の活用 (放送大学
教材:1710087-1-1611)

川原靖弘, 関本
義秀編著

放送大学教育
振興会

377.08||Ho||171
0087

216001527

252 コンテンツと地域 : 映画・テレビ・アニメ (シリー
ズ・21世紀の地域:2)

原真志, 山本健
太, 和田崇編

ナカニシヤ出版 601.1||Ko 216001529

253 ニュートリノ物理 : ニュートリノで探る素粒子と
宇宙 (基本法則から読み解く物理学最前線:9)

中家剛著 共立出版 420.8||Ki||9 216001530

254 LHCの物理 : ヒッグス粒子発見とその後の展開
(基本法則から読み解く物理学最前線:7)

浅井祥仁著 共立出版 420.8||Ki||7 216001531



255
不安定核の物理 : 中性子ハロー・魔法数異常
から中性子星まで (基本法則から読み解く物理
学最前線:8)

中村隆司著 共立出版 420.8||Ki||8 216001532

256 「最新版」活火山・活断層赤色立体地図でみる
日本の凸凹

千葉達朗著 技術評論社 453.821||Ch 216001533

257 地上資源が地球を救う : 都市鉱山を利用するリ
サイクル社会へ

馬場研二著 技報堂出版 518.523||Ba 216001534

258 科学の困ったウラ事情 (岩波科学ライブラ
リー:247)

有田正規著 岩波書店 407||Ar 216001560

259 理系学術研究者になるには (なるには
Books:143)

佐藤成美著 ぺりかん社 366.29||Na||143 216001561

260 避難の科学 : 気象災害から命を守る 古川武彦著 東京堂出版 451.98||Fu 216001562

261 少ない物ですっきり暮らす (正しく暮らすシリー
ズ)

やまぐちせいこ
著

ワニブックス 590||Ya 216001563

262 たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書 吉田拳著 技術評論社 007.64||Yo 216001564

263 恐竜はホタルを見たか : 発光生物が照らす進
化の謎 (岩波科学ライブラリー:249)

大場裕一著 岩波書店 468||Ob 216001565

264 時を刻む湖 : 7万枚の地層に挑んだ科学者たち
(岩波科学ライブラリー:242)

中川毅著 岩波書店 456.9144||Na 216001566

265 ハトはなぜ首を振って歩くのか (岩波科学ライブ
ラリー:237)

藤田祐樹著 岩波書店 488.45||Fu 216001567

266 森を食べる植物 : 腐生植物の知られざる世界 塚谷裕一著 岩波書店 471.76||Ts 216001568

267 面白くて眠れなくなる遺伝子
竹内薫, 丸山篤
史著

PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

467.2||Ta 216001569

268 ゲノム革命 : ヒト起源の真実
ユージン・E・ハリ
ス著/水谷淳訳

早川書房 469.2||Ha 216001570

269 動物翻訳家 : 心の声をキャッチする、飼育員の
リアルストーリー

片野ゆか著 集英社 480.76||Ka 216001571



270 湿地帯中毒 : 身近な魚の自然史研究 (フィール
ドの生物学:18)

中島淳著
東海大学出版
部

487.67||Na 216001572

271
がんが自然に治る生き方 : 余命宣告から「劇的
な寛解」に至った人たちが実践している9つのこ
と

ケリー・ターナー
著/長田美穂訳

プレジデント社 494.5||Tu 216001573

272
口の中をみれば寿命がわかる : 口腔内細菌が
引き起こす、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知
症

波多野尚樹著 小学館 497.9||Ha 216001574

273 金属の歴史 : 学問・技術・社会 山部恵造著 けやき出版 560.2||Ya 216001575

274 解説レアメタル : NEDOレポート
新エネルギー・
産業技術総合開
発機構編

日刊工業新聞
社

565.8||Ka 216001576

275
東京湾岸の地震防災対策 : 臨海コンビナートは
大丈夫か (早稲田大学ブックレット : 「震災後」
に考える:37)

濱田政則 [ほか]
著

早稲田大学出
版部

369.31||To 216001577

276 持たないていねいな暮らし : 忙しくても、家が狭
くても、子どもがいてもできる

マキ著 すばる舎 590||Ma 216001578

277 しない家事 マキ著 すばる舎 590||Ma 216001579

278 長女が"母の呪縛"から自由になる方法 : あな
たは、もっとラクに生きられる

横山真香著 大和出版 367.3||Yo 216001580

279 わたしの暮らし、かえる、かわる。 : OURHOME Emi著 PHP研究所 590.4||Em 216001581

280 あそびのじかん : こどもの世界が広がる遊びと
おとなの関わり方

しみずみえ著 英治出版 781.9||Sh 216001582

281 What is 和食 WASHOKU? : 英文対訳付 こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房 596.21||Wh 216001583

282 材料力学入門 (機械工学テキストライブラ
リ:USM-3)

日下貴之著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

501.32||Ku 216001584

283 来たるべき内部観測 : 一人称の時間から生命
の歴史へ (講談社選書メチエ:623)

松野孝一郎著 講談社 404||Ma 216001585

284 魅惑と驚きの「数」たち
イアン・スチュ
アート著/水谷淳
訳

SBクリエイティ
ブ

412||St 216001586



285 ソーシャル物理学 : 「良いアイデアはいかに広
がるか」の新しい科学

アレックス・ペン
トランド著/小林
啓倫訳

草思社 361.16||Pe 216001589

286 私立時計ケ丘高校タイムトラベル部
小谷太郎著
/[Taro Kotani
presents]

中経出版 420.4||Ko 216001590

287 理系じゃないばけがく 長尾明美著 さんこう社 430||Na 216001592

288 現代天文学入門 : インターネット望遠鏡で観測!
慶應義塾大学イ
ンターネット望遠
鏡プロジェクト編

森北出版 440||Ge 216001593

289 ぼくらは「物理」のおかげで生きている (素晴ら
しきサイエンス:physics)

横川淳著 実務教育出版 420||Yo 216001595

290 岩波データサイエンス vol. 2
岩波データサイ
エンス刊行委員
会編

岩波書店 007.609||Iw||2 216001596

291 岩波データサイエンス vol. 3
岩波データサイ
エンス刊行委員
会編

岩波書店 007.609||Iw||3 216001597

292 C/C++デバッグ&トラブル対策入門 : C言語と
C++のプログラミングの「困った」はこれで解決!

日向俊二著 カットシステム 007.64||Hy 216001598

293 超速パソコン仕事術 : 仕事が速い人ほどマウス
を使わない!

岡田充弘著 かんき出版 007.6||Ok 216001599

294 ビジュアル解説IoT入門
三菱総合研究所
編

日本経済新聞
出版社

007.3||Bi 216001600

295 SQL : ゼロからはじめるデータベース操作 第2
版 (プログラミング学習シリーズ)

ミック著 翔泳社 007.609||Mi 216001601

296 小さな庭のつくり方 : どんなスペースもアイデア
次第! (アサヒ園芸BOOK)

朝日新聞出版編
著

朝日新聞出版 629.75||Ch 216001602

297 園芸「コツ」の科学 : 植物栽培の「なぜ」がわか
る

上田善弘著 講談社 620||Ue 216001603

298 交通事故の示談金を受け取るまで : ストーリー
から学ぶ

篠田恵里香編/
アディーレ法律
事務所著

中央経済社/中
央経済グループ
パブリッシング
(発売)

681.3||Ko 216001604

299 商業空間は何の夢を見たか : 1960-2010年代
の都市と建築

三浦展, 藤村龍
至, 南後由和著

平凡社 672.1||Mi 216001605



300 石と造園100話 小林章著
東京農業大学
出版会

629.61||Ko 216001606

301 テレビ局はなぜ「放送法」を守らないのか : 民主
主義の意味を問う

小川榮太郎, 上
念司著

KKベストセラー
ズ

699.21||Og 216001619
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