
学生購入希望図書配架リスト（４・５月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 朝倉書店 理科系のための入門英語論文ライティング 廣岡慶彦著 407||Hi 209000259

2
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

解法と演習工学系大学院入試問題<数学・
物理学>

陳啓浩, 姫野俊
一共著

410.78||Ka 209000242

3
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

ラプラス変換とz変換 : 工学基礎 (新・工科系
の数学:TKM-8)

原島博, 堀洋一
共著

413.56||Ha 209000175

4
電気学会/オー
ム社 (発売)

電気磁気学基礎論 (電気学会大学講座)
電気学会通信教
育会著

427||De 209000176

5 鹿島出版会
機械化の文化史 : ものいわぬものの歴史 :
新装版

S.ギーディオン著
/榮久庵祥二訳

502||Gi 209000048

6 数理工学社
電気・電子・通信II (大学院入試問題 : 解法と
演習)

 540.78||De 209000241

7
シーエムシー出
版

高分子架橋と分解の新展開
角岡正弘, 白井
正充監修

578||Ko 209000229

学生用図書分類別配架リスト（４・５月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 中央公論新社 新書大賞 2009
中央公論編集部
編

019.9||Sh 209000096

2 集英社 弁護側の証人 (集英社文庫:こ-5-3) 小泉喜美子著 080||Sh||こ-5-3 209000253

3 毎日新聞社
三代の宰相たち 上 初代伊藤博文から33代
林銑十郎まで (一億人の昭和史:日本人 7-8)

 210.7||Ni||7 209000074

4 毎日新聞社
三代の宰相たち 下 34代近衛文麿から70代
鈴木善幸まで (一億人の昭和史:日本人 7-8)

 210.7||Ni||8 209000075

5
ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモン
ド社(発売)

地球の歩き方 改訂 A10 ローマ '09-'10
地球の歩き方編
集室著作編集

290.93||Ch||A10 209000079

6
ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモン
ド社(発売)

地球の歩き方 改訂 B19 メキシコ '09-'10
地球の歩き方編
集室著作編集

290.93||Ch||B19 209000080

7
毎日新聞社/研
秀出版 (発売)

中曽根康弘首相から小泉純一郎首相まで
(明治・大正・昭和・平成歴代宰相:別巻)

 312.8||Na 209000076
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8 大蔵省印刷局
外交青書 : 我が外交の近況 [市販本版] 第
52号(2009)

外務省編 319.1||Ga||52 209000243

9 英治出版 国をつくるという仕事 西水美恵子著 333.8||Ni 209000230

10 ぎょうせい 少子化社会白書 平成21年版 内閣府編 334.31||Sh||21 209000188

11 朝日新聞社 大学ランキング 2010年版 週刊朝日編 377.03||Da||'10 209000081

12 ナカニシヤ出版
大学生の自己分析 : いまだ見えぬアイデン
ティティに突然気づくために

宮下一博, 杉村
和美著

377.9||Mi 209000184

13 ナカニシヤ出版
大学生の自己分析 : いまだ見えぬアイデン
ティティに突然気づくために

宮下一博, 杉村
和美著

377.9||Mi 209000185

14 吉川弘文館 年中行事大辞典
加藤友康 [ほか]
編

386.1033||Ne 209000060

15 紀伊國屋書店
数と量の出会い : 数学入門 (大人のための数
学:1)

志賀浩二 [著] 410.8||Ot||1 209000066

16 紀伊國屋書店
変化する世界をとらえる : 微分の考え、積分
の見方 (大人のための数学:2)

志賀浩二著 410.8||Ot||2 209000067

17 紀伊國屋書店
無限への飛翔 : 集合論の誕生 (大人のため
の数学:3)

志賀浩二著 410.8||Ot||3 209000068

18 紀伊國屋書店
広い世界へ向けて : 解析学の展開 (大人の
ための数学:4)

志賀浩二著 410.8||Ot||4 209000069

19 紀伊國屋書店
抽象への憧れ : 位相空間:20世紀数学のパラ
ダイム (大人のための数学:5)

志賀浩二 [著] 410.8||Ot||5 209000070

20 紀伊國屋書店
無限をつつみこむ量 : ルベーグの独創 (大人
のための数学:6)

志賀浩二著 410.8||Ot||6 209000071

21 紀伊國屋書店
線形という構造へ : 次元を超えて (大人のた
めの数学:7)

志賀浩二著 410.8||Ot||7 209000072

22 ニュートンプレス
「アミノ酸」と「タンパク質」 : 生命の万能素材
(NEWTONムック)

水谷仁編集 464.2||Am 209000062

23
同朋舎メディアプ
ラン

メンタルヘルス事典 : 心の健康大百科 増補
新訂版

上里一郎 [ほか]
監修

493.79||Me 209000073

24
土木学会/丸善
(発売)

コンクリートのポンプ施工指針 平成12年版
(コンクリート・ライブラリー:100)

土木学会コンク
リート委員会「コ
ンクリートのポン
プ施工指針」改

511.7||Ko||100 209000212
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25 大蔵省印刷局 原子力安全白書 平成19・20年版
原子力安全委員
会編

539.9||Ge||19・20 209000177

26 通商産業研究社 原子力白書 平成20年版 原子力委員会編 539.9||Ge||20 209000178

27 ぎょうせい
私たちの暮らしを支える国土交通行政の展
開 (国土交通白書:2009(平成20年度年次報
告))

国土交通省編 680.59||Ko||'09 209000179

28

日本図書セン
ターP&S/日本図
書センター (発
売)

日本の交通と物流 : 写真記録 桑島和夫編 682.1||Ni 209000225

29 アイ・シー・シー
ルーヴル美術館 改訂版 : セット (世界の美
術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||930-931 209000215

30 アイ・シー・シー
エルミタージュ美術館 改訂版 : セット (世界
の美術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||932-933 209000216

31 アイ・シー・シー
プラド美術館 改訂版 : セット (世界の美術館
: 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||934-935 209000217

32 アイ・シー・シー
ウイーン美術史美術館/オーストリア絵画館
改訂版 : セット (世界の美術館 : 華麗なる美
の殿堂)

 708||DVD||936-937 209000218

33 アイ・シー・シー
ウフィーツィ美術館/ピッティ絵画館 改訂版 :
セット (世界の美術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||938-939 209000219

34 アイ・シー・シー
Galleria dell'Accademia, Venezia/Gemä
ldegalerie, Dresden 改訂版 : セット (世界の
美術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||940-941 209000220

35 アイ・シー・シー
アルテ・ピナコテーク/ノイエ・ピナコテーク/
ナショナル・ギャラリー(ロンドン) 改訂版 :
セット (世界の美術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||942-943 209000221

36 アイ・シー・シー

アムステルダム国立美術館/ゴッホ美術館/
クレラー=ミュラー美術館/カイロ博物館 改訂
版 : セット (世界の美術館 : 華麗なる美の殿
堂)

 708||DVD||944-945 209000222

37 アイ・シー・シー
オルセー美術館/ヴァティカン美術館 改訂版
: セット (世界の美術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||DVD||946-947 209000223

38 アイ・シー・シー
世界の美術館 : 華麗なる美の殿堂 解説書
改訂版 (世界の美術館 : 華麗なる美の殿堂)

 708||Se 209000224

39 三重大学出版会
松尾芭蕉作『野ざらし紀行』の成立 : 文字
データベースによる用字解析

濱森太郎著 915.5||Ha 209000257
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