
学生用理工図書配架リスト（１２月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 教文館 歴史における近代科学とキリスト教 藤井清久著 402.3||Fu 209004059

2 NTT出版 ゲノムと聖書 : 科学者、「神」について考える
フランシス・コリン
ズ著/中村昇, 中
村佐知訳

404||Co 209004058

3 北大路書房
科学と社会的不平等 : フェミニズム、ポストコ
ロニアリズムからの科学批判

サンドラ・ハー
ディング著/森永
康子訳

404||Ha 209003797

4 朝倉書店
抽象的曲面とリーマン面 (現代数学の源流:
下)

佐武一郎著 410.2||Sa||2 209003241

5 朝倉書店 数学の流れ30講 上 志賀浩二著 410.2||Sh||1 209003246

6 朝倉書店 数学の流れ30講 中 志賀浩二著 410.2||Sh||2 209003247

7 光文社
解読!アルキメデス写本 : 羊皮紙から甦った
天才数学者

リヴィエル・ネッ
ツ, ウィリアム・ノ
エル著

410.23||Ne 209003905

8 現代数学社 数学を楽しむ 西山豊著 410.4||Ni 209003244

9 早川書房
分ける・詰め込む・塗り分ける : 読んで身に
つく数学的思考法

イアン・スチュ
アート著/伊藤文
英訳

410.4||St 209003902

10 早川書房
分ける・詰め込む・塗り分ける : 読んで身に
つく数学的思考法

イアン・スチュ
アート著/伊藤文
英訳

410.4||St 209003903

11 早川書房
分ける・詰め込む・塗り分ける : 読んで身に
つく数学的思考法

イアン・スチュ
アート著/伊藤文
英訳

410.4||St 209003904

12 青土社 世界でもっとも奇妙な数学パズル
ジュリアン・ハヴィ
ル著/松浦俊輔
訳

410.79||Ha 209004048

13 シュプリンガー・ジ
自然の中の数学 : 数学で見る自然の美しさ
上 (シュプリンガー数学リーディングス:第14-
15巻)

J.A.アダム著/一
樂重雄, 一樂祥
子訳

410||Ad||1 209003248

14 シュプリンガー・ジ
自然の中の数学 : 数学で見る自然の美しさ
下 (シュプリンガー数学リーディングス:第14-
15巻)

J.A.アダム著/一
樂重雄, 一樂祥
子訳

410||Ad||2 209003249

15 マセマ出版社
スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数
学キャンパス・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!

馬場敬之, 高杉
豊著

410||Ba 209003202
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

16 学術図書出版社 大学生の基礎数学 : ある日の授業風景 硲文夫著 410||Ha 209003168

17 シュプリンガー・フ離散数学への招待 上

J. マトウシェク, J.
ネシェトリル著/
根上生也, 中本
敦浩訳

410||Ma||1 209004020

18 シュプリンガー・フ離散数学への招待 上

J. マトウシェク, J.
ネシェトリル著/
根上生也, 中本
敦浩訳

410||Ma||1 209004021

19 シュプリンガー・フ離散数学への招待 下

J. マトウシェク, J.
ネシェトリル著/
根上生也, 中本
敦浩訳

410||Ma||2 209004022

20 シュプリンガー・フ離散数学への招待 下

J. マトウシェク, J.
ネシェトリル著/
根上生也, 中本
敦浩訳

410||Ma||2 209004023

21 シュプリンガー・ジ
自然科学における数学的方法 (シュプリン
ガー数学リーディングス:第12巻)

G.ポーヤ著/細川
尋史訳

410||Po 209003242

22 現代数学社
DimとRankに泣く 新版 (数学の盲点とその解
明)

石谷茂著 411.3||Is 209003243

23 講談社
線形代数 (マックォーリ初歩から学ぶ数学大
全:2)

ドナルド・A・マッ
クォーリ著/入江
克, 入江美代子
訳

411.3||Mc 209004031

24 現代数学社 読んで楽しむ代数学 加藤明史著 411||Ka 209003245

25 数学書房/白揚社整数の分割

ジョージ・アンド
リュース, キムモ・
エリクソン著/佐
藤文広訳

412.3||An 209002901

26 数学書房/白揚社整数の分割

ジョージ・アンド
リュース, キムモ・
エリクソン著/佐
藤文広訳

412.3||An 209002902

27 講談社
微分積分 (マックォーリ初歩から学ぶ数学大
全:1)

ドナルド・A・マッ
クォーリ著/入江
克, 入江美代子
訳

413.3||Mc 209004049

28 新潮社 四色問題
ロビン・ウィルソン
[著]/茂木健一郎
訳

415.7||Wi 209004024

29 新潮社 四色問題
ロビン・ウィルソン
[著]/茂木健一郎
訳

415.7||Wi 209004025

30 シュプリンガー・ジ
確率過程 : オルフス大学講義録 (シュプリン
ガー数学クラシックス:第21巻)

伊藤清著/O. E.
バルンドルフ‐
ニールセン, 佐藤
健一編/佐藤由

417.1||It 209003240

31 技術評論社
ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさし
く楽しい統計学 (ファーストブック. 統計学が
わかる)

向後千春, 冨永
敦子著

417||Ko 209003287
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32 シュプリンガー・ジRデータ自由自在
P.スペクター著/
石田基広, 石田
和枝訳

417||Sp 209003996

33 有斐閣 はじめての統計 (有斐閣ブックス:[421]) 得津一郎著 417||To 209003394

34 日本実業出版社
統計解析がわかった! (ゼロからのサイエン
ス)

涌井良幸著 417||Wa 209003393

35 裳華房 物理学史 (裳華房フィジックスライブラリー) 小山慶太著 420.2||Ko 209004248

36 American Institut

2nd ITER International Summer School in
conjunction with the 47th summer school of
JSPF for young plasma scientists :
confinement (AIP conference

edited by Sanae-
I Itoh [et. al.]

420.6||Ai||1095 209003342

37 共立出版
走査プローブ顕微鏡 : 正しい実験とデータ解
析のために必要なこと (実験物理科学シリー
ズ:6)

重川秀実, 吉村
雅満, 河津璋責
任編集

420.75||Ji||6 209003273

38 吉岡書店
古典力学問題のとき方 : ゴールドスタインほ
か原著第3版に基づいて (物理学叢書:別巻)

瀬藤憲昭著 420.8||Bu||別 209002910

39 ソフトバンククリエ
イメージできる相対性理論 : 曲がった空間・
時間と徹底的に向き合おう (science・i
BOOK:SIB-003)

飛車来人著 421.2||Hi 209004051

40 工学社
解析的延長がわかれば特殊相対性理論が
わかる (I/O books)

小林啓祐著 421.2||Ko 209004052

41 講談社
ゼロから学ぶ解析力学 (ゼロから学ぶシリー
ズ)

西野友年著 423.35||Ni 209004032

42 Springer
Engineering optics 3rd ed (Springer series in
optical sciences:35)

Keigo Iizuka 425.08||Sp||35 209003173

43 CRC/Taylor & FraThe handbook of photonics 2nd ed
edited by Mool C.
Gupta, John
Ballato

425.1||Ha 209003344

44 朝倉書店
光学入門 : 光の性質を知ろう (先端光技術
シリーズ:1)

大津元一, 田所
利康著

425||Se||1 209003272

45 朝倉書店
光物性入門 : 物質の性質を知ろう (先端光
技術シリーズ:2)

斎木敏治, 戸田
泰則著

425||Se||2 209003271

46 朝倉書店
先端光技術入門 : ナノフォトニクスに挑戦し
よう (先端光技術シリーズ:3)

大津元一, 成瀬
誠, 八井崇著

425||Se||3 209003270

47 秀和システム Excelで電磁気学の解法がわかる本 吉村三智頼著 427||Yo 209004053

3



出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

48 Cambridge UniverNuclear fusion : pbk
by Keishiro
Niu/foreword by
K. Sugiura

429.56||Ni 209004138

49 World Scientific Subatomic physics 3rd ed : [hbk]
Ernest M. Henley,
Alejandro García

429.6||He 209004204

50 朝倉書店 元素発見の歴史 普及版 1
ウィークス, レス
ター著

430.2||We||1 209004241

51 朝倉書店 元素発見の歴史 普及版 2
ウィークス, レス
ター著

430.2||We||2 209004242

52 朝倉書店 元素発見の歴史 普及版 3
ウィークス, レス
ター著

430.2||We||3 209004243

53 朝倉書店 希土類元素の化学 (朝倉化学大系:18) 松本和子著 430.8||As||18 209004239

54 東京化学同人
環境と化学 : グリーンケミストリー入門 第2
版

荻野和子, 竹内
茂彌, 柘植秀樹
編

430||Ka 209003401

55 東京化学同人
環境と化学 : グリーンケミストリー入門 第2
版

荻野和子, 竹内
茂彌, 柘植秀樹
編

430||Ka 209003402

56 東京堂出版 日常の化学事典
山田洋一, 吉田
安規良編

430||Ni 209003790

57 裳華房 無機溶液反応の化学 舟橋重信著 431.3||Fu 209004237

58 講談社 可視・紫外分光法 (分光測定入門シリーズ:5) 日本分光学会編 433.57||Bu||5 209004054

59 講談社
X線・放射光の分光 (分光測定入門シリー
ズ:7)

日本分光学会編 433.57||Bu||7 209004033

60 講談社
電波を用いる分光 : 地球(惑星),大気,宇宙を
探る (分光測定入門シリーズ:9)

日本分光学会編 433.57||Bu||9 209004034

61 東京化学同人 演習無機化学 : 基本から大学院入試まで
平尾一之[ほか]
著

435||En 209003906

62 東京化学同人 無機化学演習 中原勝儼著 435||Na 209003907

63 University of ChicAn introduction to nuclear astrophysics Richard N. Boyd 440.12||Bo 209004206
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64 Oxford UniversityCosmology Steven Weinberg 443.9||We 209004205

65 ランダムハウス講火星からのメッセージ
ジム・ベル著/沢
田京子訳

445.3||Be 209003787

66 Oxford University
The role of the sun in climate change : pbk. :
alk. paper

Douglas V. Hoyt,
Kenneth H.
Schatten

451.8||Ho 209004130

67 養賢堂
地球温暖化 : 農と環境と健康に及ぼす影響
評価とその対策・適応技術 (北里大学農医
連携学術叢書:第5号)

陽捷行編著 451.85||Ch 209003881

68 養賢堂
地球温暖化 : 農と環境と健康に及ぼす影響
評価とその対策・適応技術 (北里大学農医
連携学術叢書:第5号)

陽捷行編著 451.85||Ch 209003882

69 Springer
Solar activity and earth's climate 2nd ed.
(Springer-Praxis books in environmental
sciences)

Rasmus E.
Benestad

451||Be 209004183

70 共立出版 水文学
Wilfried Brutsaert
著/杉田倫明訳

452.9||Br 209003260

71 Routledge
Fundamentals of hydrology 2nd ed : pbk
(Routledge fundamentals of physical
geography series)

by Tim Davie 452.9||Da 209004137

72 東京電機大学出版水文学の基礎 水村和正著 452.9||Mi 209003257

73 東京電機大学出版水文学の数理 水村和正著 452.9||Mi 209003259

74 共立出版 水文科学

杉田倫明, 田中
正編著/筑波大
学水文科学研究
室著

452.9||Su 209003256

75 筑波大学出版会/
山崩れ・地すべりの力学 : 地形プロセス学入
門

松倉公憲著 455.89||Ma 209004238

76 幻冬舎メディアコン
それでもピサの斜塔は倒れない : 知れば誰
かに話したくなる地中のこと

応用地質株式会
社編著

455||So 209002905

77 河出書房新社 シーラカンスの謎
キース・トムソン
著/清水長訳

457.87||To 209004244

78 東海大学出版会
シーラカンス : ブラジルの魚類化石と大陸移
動の証人たち

籔本美孝著/北
九州市立自然
史・歴史博物館,
福岡文化財団編

457.87||Ya 209004246

79 平河出版社 大絶滅 : 遺伝子が悪いのか運が悪いのか?
デイヴィッド・M・
ラウプ著/渡辺政
隆訳

457||Ra 209004212
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80 近未来社
チャート・珪質堆積物 : その堆積作用と続成
過程

服部勇著 458.7||Ha 209004240

81 東京大学出版会 基礎生命科学実験 第2版

東京大学教養学
部基礎生命科学
実験編集委員会
編

460.75||Ki 209002908

82 医歯薬出版 人の生命科学 第3版
佐々木史江 [ほ
か] 著

460||Hi 209004040

83 講談社 医学・薬学系のための基礎生物学
八杉貞雄編著/
中村和生 [ほか]
著

460||Ig 209004039

84 メディカル・サイエカラー図解見てわかる生化学

Jan Koolman,
Klaus-Heinrich R
öhm著/川村越
[ほか] 訳

464||Ko 209003400

85 学会出版センターキノコの化学・生化学
水野卓, 川合正
允編著

474.8||Ki 209004026

86 三共出版 身近な動物を使った実験 2
鈴木範男編/日
下部岳広 [ほか]
共著

480.75||Mi||2 209002909

87 明石書店 「弱肉強食」論 : 動物からヒト、人間まで 小原秀雄著 481.7||Ob 209002834

88 京都大学学術出版昆虫科学が拓く未来
藤崎憲治, 西田
律夫, 佐久間正
幸編

486.1||Ko 209003998

89 京都大学学術出版昆虫科学が拓く未来
藤崎憲治, 西田
律夫, 佐久間正
幸編

486.1||Ko 209003999

90 新曜社
大脳皮質と心 : 認知神経心理学入門 (心理
学エレメンタルズ)

ジョン・スターリン
グ著/苧阪直行,
苧阪満里子訳

491.371||St 209003900

91 同文舘出版
よくわかる菌のはなし (Do books) (ビジュア
ル図解)

青木皐著 491.7||Ao 209002899

92 同文舘出版
よくわかる菌のはなし (Do books) (ビジュア
ル図解)

青木皐著 491.7||Ao 209002900

93 東京化学同人
生命科学・医科学のためのヒトの生物学
(Catch up)

Philip Bradley,
Jane Calvert著/
後藤貞夫訳

491||Br 209003876

94 東京化学同人
生命科学・医科学のためのヒトの生物学
(Catch up)

Philip Bradley,
Jane Calvert著/
後藤貞夫訳

491||Br 209003877

95 Academic Press
Handbook of medical image processing and
analysis 2nd ed (Academic Press series in
biomedical engineering)

edited by Isaac
N. Bankman

492.1||Ha 209004141
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

96 第一出版
糖尿病は予防できる : 健康生活のための食
事と運動 : 現代人の心がけ!!

日本健康運動指
導士会編/伊東
一郎[ほか]著

493.123||To 209003439

97 克誠堂出版
呼吸器疾患の運動療法と運動負荷テスト 改
訂第2版

谷本普一編 493.3||Ko 209004249

98 医学書院
街を歩く神経心理学 (神経心理学コレクショ
ン)

高橋伸佳著 493.73||Ta 209004041

99 創元社 臨床家のための対人関係療法クイックガイド

マーナ・M・ワイス
マン, ジョン・C・
マーコウィッツ,
ジェラルド・L・ク

493.764||We 209003305

100 医学書院
市中感染症診療の考え方と進め方 :
IDATEN感染症セミナー

IDATENセミナー
テキスト編集委
員会編集

493.8||Sh 209004042

101 歩行開発研究所
筋電図からみた歩行の発達 : 歩行分析・評
価への応用

岡本勉, 岡本香
代子著

493.91||Ok 209003887

102 明石書店
ハンドブック青年期における自傷行為 : エビ
デンスに基づいた調査・研究・ケア

クローディーン・
フォックス, キー
ス・ホートン著/東
眞理子訳

493.937||Fo 209003894

103 慶應義塾大学出版
子どものこころの不思議 : 児童精神科の診
療室から

村田豊久著 493.937||Mu 209003901

104 サンライフ企画
膝関節痛予防・軽減のための運動学習支援
マニュアル : 地域保健事業の企画・運営に
役立つ (効果的な運動の理論と指導法:2)

種田行男, 中村
信義代表著者/
日本健康運動指
導士会編

494.77||Hi 209003890

105 金原出版 理解を深めよう視野検査
若山暁美 [ほか]
編集

496.43||Ri 209004043

106 三共出版
食安全の科学 : 食生活を脅かす化学物質の
生体作用

菅家祐輔, 坂本
義光編著/入野
勤 [ほか] 共著

498.54||Sh 209003403

107 三共出版
食安全の科学 : 食生活を脅かす化学物質の
生体作用

菅家祐輔, 坂本
義光編著/入野
勤 [ほか] 共著

498.54||Sh 209003404

108 世界思想社
医療IT化と生命倫理 : 情報ネットワーク社会
における医療現場の変容 (Sekaishiso
seminar)

ケネス・W.グッド
マン編著

498||Ir 209003413

109 新曜社 心の文法 : 医療実践の社会学 前田泰樹著 498||Ma 209003395

110 東京電機大学出版
MATLABによる振動工学 : 基礎からマルチ
ボディダイナミクスまで

小林信之, 杉山
博之共著

501.24||Ko 209003253

111 エヌ・ティー・エス 太陽エネルギー有効利用最前線 [玉浦裕ほか著] 501.6||Ta 209003798
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

112 丸善
よみがえれ!科学者魂 : 研究はひらめきと寄
り道だ

佐々木聰, 雨宮
隆, 鴨下顕彦, 露
本伊佐男, 中田
聡著

504||Yo 209003791

113 学芸出版社 コンパクトシティの計画とデザイン 海道清信著 518.8||Ka 209004251

114 中央大学出版部 環境政治とガバナンス 星野智著 519.1||Ho 209003289

115 中央大学出版部 環境政治とガバナンス 星野智著 519.1||Ho 209003290

116 三共出版 環境 ・分析化学実験 第3版
酒井忠雄編著/
相原將人 [ほか]
共著

519.15||Ka 209004247

117 京都大学学術出版流域環境学 : 流域ガバナンスの理論と実践
谷内茂雄 [ほか]
編

519.4||Ry 209003258

118 商事法務
生物多様性の保護 : 環境法と生物多様性の
回廊を探る (環境法政策学会誌:第12号)

環境法政策学会
編

519.8||Se 209003405

119 商事法務
生物多様性の保護 : 環境法と生物多様性の
回廊を探る (環境法政策学会誌:第12号)

環境法政策学会
編

519.8||Se 209003406

120 通産資料調査会 環境総覧 2009-2010  519||Ka||'09-'10 209003878

121 青木書店 新データガイド地球環境 本間慎編著 519||Sh 209003874

122 共立出版 マイクロバブル最前線 (機械工学最前線:3)

日本機械学会編
/松本洋一郎編
著/高木周 [ほ
か] 著

530.8||Ki||3 209003252

123 工業調査会 図解砥粒加工技術のすべて 砥粒加工学会編 532.5||Zu 209003254

124 養賢堂
機械加工システム : 構成要素間の相互作用
とシステムの高性能化

稲崎一郎著 532||In 209003169

125 工業調査会
初歩から学ぶ工作機械 : 共通な基本構造と
仕組みがわかる

清水伸二著 532||Sh 209003255

126 朝倉書店 材料加工学 第2版 澤井猛 [ほか] 著 532||Za 209003251

127 東京電機大学出版
電気自動車の制御システム : 電池・モータ・
エコ技術

出口欣高, 小笠
原悟司著/廣田
幸嗣, 足立修一
編著

537.25||De 209003267
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

128 秀和システム

現場で役立つ電気の知識と心得 : 直流/交
流 電力/電圧 電気機器 制御機器 (How-
nual図解入門. Shuwasystem visual text
book)

近藤晴雄, 戸谷
次延著

540||Ko 209004055

129 電気学会/オーム
電気電子工学のための行列・ベクトル・複素
関数・フーリェ解析 (電気学会大学講座)

前山光明 [著] 541.2||Ma 209003175

130 電気学会/オーム
電気電子工学のための行列・ベクトル・複素
関数・フーリェ解析 (電気学会大学講座)

前山光明 [著] 541.2||Ma 209003176

131 電波新聞社
原理から最先端まで (永久磁石同期モータ
のベクトル制御技術:上巻)

新中新二著 542.33||Sh||1 209003266

132 CRC Press
Electric energy : an introduction 2nd ed
(Power electronics and applications series)

Mohamed A. El-
Sharkawi

543||El 209004139

133 Dover
Optimal filtering : pbk (Dover books on
engineering)

Brian D.O.
Anderson, John
B. Moore

547.1||An 209003965

134 ソフトバンククリエPowerShellによるWindowsサーバ管理術
永尾幸夫 [ほか]
著

547.483||Po 209004045

135 Springer
Three-dimensional imaging, visualization, and
display

Bahram Javidi,
Fumio Okano,
Jung-Young Son,
editors

547.8||Th 209004143

136 Shaker

Distortion modeling for Rate-Constrained
optimization of scalable video coding
(Aachen series on multimedia and
communications engineering:Vol. 5)

Thomas Rusert 547.88||Ru 209004145

137 オーム社 よくわかるRFID : 電子タグのすべて
日本自動認識シ
ステム協会編

548.232||Yo 209003788

138 東京電機大学出版ディジタルIC回路のすべて 白土義男著 549.7||Sh 209003268

139 エヌ・ティー・エス
進化する有機半導体 : 有機エレクトロニクス
創成へ向けた光・電子機能デバイスへの応
用最前線

ブッカーズ企画・
編集

549.8||Sh 209003269

140 朝倉書店 セルロースの事典 : 新装版
セルロース学会
編

578.5||Se 209003250

141 成山堂書店 海の微生物の利用 : 未知なる宝探し 今田千秋著 588.51||Im 209003398

142 成山堂書店 海の微生物の利用 : 未知なる宝探し 今田千秋著 588.51||Im 209003399

143 時事通信出版局/
中心市街地の成功方程式 : 新しい公共の視
点で考える“まちづくり"

細野助博著 601.1||Ho 209003388
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

144 農山漁村文化協会
野菜の生態と作型 : 起源からみた生態特性
と作型分化

山川邦夫著 626||Ya 209004036

145 光村推古書院 京都名庭園 (Suiko books:116) 水野克比古著 629.21||Mi 209003469

146 青土社
明代中国の庭園文化 : みのりの場所/場所
のみのり

クレイグ・クルナ
ス著/中野美代
子, 中島健訳

629.22||Cl 209003300

147 農山漁村文化協会
飼料高騰時代を乗り切る! : 飼料イネ、放牧、
残渣活用 (最新農業技術畜産:vol. 1)

農山漁村文化協
会編

640||Sa||1 209004037

148 講談社 イラストでみる犬の病気
小野憲一郎 [ほ
か] 編

645.6||Ir 209004027

149 講談社 イラストでみる猫の病気
小野憲一郎 [ほ
か] 編集

645.76||Ir 209004028

150 晃洋書房
エコシステムサービスの環境価値 : 経済評
価の試み

坂上雅治, 栗山
浩一編著

651.1||Ek 209002906

151 成山堂書店
海洋微生物と共生 : サンゴ礁・海底熱水孔
の生き物たち (ベルソーブックス:031)

石田祐三郎著 663.65||Is 209003407

152 NTT出版 魚のいない海
フィリップ・キュ
リー, イヴ・ミズ
レー著/林昌宏訳

663.9||Cu 209004038

153 プレジデント社 ビジネス三国志
石井淳蔵 [ほか]
著

675.04||Bi 209003380

154 木楽舎 築地
テオドル・ベス
ター著/和波雅
子, 福岡伸一訳

675.5||Be 209003997

155 晃洋書房 観光学入門 増補版
中尾清, 浦達雄
編著/安達清治
[ほか執筆]

689||Ka 209002907

156 講談社
観光人類学の挑戦 : 「新しい地球」の生き方
(講談社選書メチエ:430)

山下晋司著 689||Ya 209003396

157 講談社 「理科」「数学」が好きになる楽しい数理実験 高木隆司著 404||Ta 209004452

158 講談社 新・物理学事典 (ブルーバックス:B-1642)
大槻義彦, 大場一
郎編

420.33||Sh 209004459

159 京都大学学術出版光と物理学
嶺重慎, 高橋義
朗, 田中耕一郎編

420.4||Hi 209004462
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

160 吉岡書店
表面張力の物理学 : しずく、あわ、みずたま、
さざなみの世界 第2版 (物理学叢書:104)

ドゥジェンヌ, ブロ
シャール-ヴィ
アール, ケレ共著
/奥村剛訳

420.8||Bu||104 209004454

161 秀和システム Excelで電磁気学の解法がわかる本 吉村三智頼著 427||Yo 209004481

162 秀和システム Excelで電磁気学の解法がわかる本 吉村三智頼著 427||Yo 209004482

163 講談社 ビジュアルエイド化学入門
竹内敬人著/講談
社サイエンティ
フィク編

430.2||Ta 209004464

164 講談社 物理化学で用いられる量・単位・記号 第3版

J.G.Frey,
H.L.Strauss著/産
業技術総合研究
所計量標準総合

431||Fr 209004465

165 講談社
顕微分光法 : ナノ・マイクロの世界を見る分光
法 (分光測定入門シリーズ:10)

日本分光学会編 433.57||Bu||10 209004469

166 講談社 分光装置Q&A (分光測定入門シリーズ:3) 日本分光学会編 433.57||Bu||3 209004471

167 講談社
分光測定のためのレーザー入門 (分光測定
入門シリーズ:4)

日本分光学会編 433.57||Bu||4 209004472

168 講談社
赤外・ラマン分光法 (分光測定入門シリー
ズ:6)

日本分光学会編 433.57||Bu||6 209004470

169 講談社
核磁気共鳴分光法 (分光測定入門シリー
ズ:8)

日本分光学会編 433.57||Bu||8 209004468

170 講談社
よくある質問NMRスペクトルの読み方 (よくあ
る質問シリーズ)

福士江里著/講談
社サイエンティ
フィク編集

433.57||Fu 209004463

171 草思社 宇宙を織りなすもの : 時間と空間の正体 上
ブライアン・グリー
ン著/青木薫訳

443.9||Gr||1 209004460

172 草思社 宇宙を織りなすもの : 時間と空間の正体 下
ブライアン・グリー
ン著/青木薫訳

443.9||Gr||2 209004461

173 朝倉書店 生活・文化のためのGIS (シリーズGIS:第3巻)
村山祐司, 柴崎亮
介編

448.9||Sh||3 209004445

174 朝倉書店
社会基盤・環境のためのGIS (シリーズGIS:第
5巻)

柴崎亮介, 村山祐
司編

448.9||Sh||5 209004444

175 日本専門図書出版
日本の自然災害 : 世界の大自然災害も収録
1995-2009年

 450.981||Ni 209004478
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

176 講談社 休み時間の生物学 (休み時間シリーズ) 朝倉幹晴著 460||As 209004456

177 講談社 P450の分子生物学 第2版
大村恒雄, 石村
巽, 藤井義明編

464.5||Py 209004467

178 講談社 Shall we遺伝学 (Shall weシリーズ) 坂本尚昭著 467||Sa 209004466

179 全日本病院出版会
中高年・疾病予防(健康づくり)のための運動
の実際

愛知医科大学運
動療育センター編
集

492.5||Ch 209004451

180 第一出版
プロがすすめるダイエット : リバウンドしない
ために

日本健康運動指
導士会編/伊東一
郎 [ほか] 著

493.125||Pu 209004448

181 第一出版
丈夫な骨をつくろう : 骨粗鬆症の予防 : 健康
運動指導士がすすめる

日本健康運動指
導士会編

493.6||Jo 209004449

182 第一出版
健康寿命を延ばそう : 高齢期をいきいき過ご
すための運動・食事と医学知識

日本健康運動指
導士会編/片山幸
太郎 [ほか] 著

498.38||Ke 209004447

183 中外医学社
公衆衛生学 2版 (コメディカルのための専門
基礎分野テキスト)

柳川洋, 萱場一則
編著

498||Ko 209004324

184 朝倉書店 コンクリート工学ハンドブック
西林新蔵 [ほか]
編集

511.7||Ko 209004300

185 京都大学学術出版環境ガバナンス論 松下和夫編著 519.04||Ka 209004443

186 グラフィック社 世界の木造建築

ウィル・プライス著
/[郷司陽子, 五郎
谷洋子, バベル
訳]

520.2||Pr 209004606

187 秀和システム
アナログ電子回路のキホンのキホン : 回路シ
ミュレータでスッキリわかる!

木村誠聡著 549.3||Ki 209004483

188 システムオリジン
ユビキタス時代の人流 : 融合する観光と公共
交通

寺前秀一著 681.1||Te 209004702

189 技術評論社
ノーベル賞の科学 : 21世紀の知を読みとく :
なぜ彼らはノーベル賞をとれたのか 物理学
賞編

矢沢サイエンスオ
フィス編著

377.7||No 209004315

190 近代科学社
実践ロボットプログラミング : LEGO
Mindstorms NXTで目指せロボコン!

藤吉弘亘 [ほか]
著

548.3||Ji 209004316

191 ソフトバンククリエ Eclipse3.5完全攻略 宮本信二著 007.64||Mi 209004317
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

192 日刊工業新聞社
目で見てわかるはんだ付け作業 (Visual
books)

野瀬昌治著 549||No 209004318

193 法政大学出版局
バイオフィーリアをめぐって (叢書・ウニベルシ
タス:684)

スティーヴン・R.
ケラート, エドワー
ド・O. ウィルソン
編/荒木正純, 時

460.4||Ba 209004319

194 大月書店
アーネスト・ラザフォード : 原子の宇宙の核心
へ (オックスフォード科学の肖像)

J.L. ハイルブロン
著/梨本治男訳

289.3||Ru 209004320

195 京都大学学術出版光のコヒーレンスと偏光理論
エミール・ウォル
フ著/白井智宏訳

425.4||Wo 209004321

196 オライリー・ジャパiPhone SDKアプリケーション開発ガイド

Jonathan
Zdziarski著/近藤
誠監訳/武舎広
幸, 武舎るみ訳

694.6||Zd 209004322

197 ソフトバンククリエ ゲーデルの不完全性定理 (数学ガール) 結城浩著 410.4||Yu 209004403

198 裳華房 非線形光学入門 服部利明著 425||Ha 209004404

199 コロナ社 ベイジアンネットワークの統計的推論の数理 田中和之著 417.6||Ta 209004405

200 シュプリンガー・ジ
ラング数学を語る (シュプリンガー数学リー
ディングス:第16巻)

S.ラング著/細川
尋史訳

410.4||La 209004406

201 学芸出版社
世界の地球温暖化対策 : 再生可能エネル
ギーと排出量取引

浅岡美恵編著/新
澤秀則, 千葉恒
久, 和田重太著

519.1||Se 209004407

202 農山漁村文化協会
循環型社会の基層と形成 (里地里山文化論:
上)

養父志乃夫著 519.8||Ya||1 209004408

203 農山漁村文化協会
循環型社会の暮らしと生態系 (里地里山文化
論:下)

養父志乃夫著 519.8||Ya||2 209004409

204 早川書房
ザ・リンク : ヒトとサルをつなぐ最古の生物の
発見

コリン・タッジ
[著]/柴田裕之訳

469.2||Tu 209004410

205 朝倉書店
Rによる統計データ分析入門 (シリーズ統計
科学のプラクティス:1)

小暮厚之著 417||Ko 209004411

206 日経BP社/日経B
ラマヌジャンの渡英 (数式に憑かれたインドの
数学者:上)

デイヴィッド・レ
ヴィット著/柴田裕
之訳

933.7||Le||1 209004412

207 日本評論社 P=NP?問題へのアプローチ 西野哲朗著 410.9||Ni 209004413
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

208 日経BP社/日経B
ラマヌジャンの挫折 (数式に憑かれたインドの
数学者:下)

デイヴィッド・レ
ヴィット著/柴田裕
之訳

933.7||Le||2 209004414

209 東京大学出版会
フィールド古生物学 : 進化の足跡を化石から
読み解く (Natural history)

大路樹生著 457||Oj 209004415

210 丸善 Excelで操る!ここまでできる科学技術計算 神足史人著 418.1||Ko 209004416

211 朝倉書店 数論アルゴリズム (開かれた数学:2) 中村憲著 412||Na 209004417

212 オーム社
統計的機械学習 : 生成モデルに基づくパター
ン認識 (Tokyo tech be‐text)

杉山将著 007.13||Su 209004418

213 文一総合出版 日本のキノコ262 (ポケット図鑑) 柳沢まきよし著 474.85||Ya 209004419

214 東京大学出版会 がちょう娘に花束を (物理学者のいた街:3) 太田浩一著 420.28||Ot 209004420

215 東京大学出版会 ほかほかのパン (物理学者のいた街:2) 太田浩一著 420.28||Ot 209004421

216 岩波書店
インドの科学者 : 頭脳大国への道 (岩波科学
ライブラリー:163)

三上喜貴著 402.8||Mi 209004514

217 技術評論社
USBメモリー徹底活用技 (今すぐ使えるかん
たんmini)

オンサイト著 548.232||Us 209004520
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