
学生用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
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

超訳ニーチェの言葉
フリードリヒ・ニー
チェ [著]/白取春
彦編訳

134.94||Ni 210000093

2 川島書店 "あがり"とその対処法 有光興記著 141.6||Ar 210000078

3
HarperCollins
College
Publishers

The psychology and biology of emotion 1st
ed

Robert Plutchik 141.6||Pl 210000289

4 誠信書房
不安と身体関連障害 (テキスト臨床心理
学:3)

G.C.デビソン,
J.M.ニール, A.M.
クリング著/下山
晴彦編訳

146.08||Da||3 210000107

5 現代企画室
わたしたちのナミビア : ナミビア・プロジェクト
による社会科テキスト (PQ books)

ヘニング・メル
バー編/ナミビア
独立支援キャン
ペーン・京都訳

248.6||Wa 210000039

6 朝日新聞社 解体ユーゴスラビア (朝日選書:476) 山崎佳代子著 302.393||Ya 210000035

7 講談社
世界の小国 : ミニ国家の生き残り戦略 (講談
社選書メチエ:397)

田中義晧著 319||Ta 210000350

8 オプトロニクス社
やらなきゃ良かったあのテーマ : 臨床的事
業開発論 第2版

池澤直樹著 336.17||Ik 210000028

9 東洋経済新報社
日本人はなぜ国際人になれないのか : 翻訳
文化大国の蹉跌

榊原英資著 361.5||Sa 210000079

10 河出書房新社
死都ゴモラ : 世界の裏側を支配する暗黒帝
国

ロベルト・サヴィ
アーノ著/大久保
昭男訳

368.53||Sa 210000001

11 東洋経済新報社 就職四季報 2011年版
東洋経済新報社
編

377.9||Sh||'11 210000100

12 新潮社 国防 石破茂著 392.1076||Is 210000186

13 吉岡書店 場の量子論 : 摂動計算の基礎 改訂版 日置善郎著 421.3||Hi 210000397

14 吉岡書店 相対論的量子場 : 演算子の基礎的性質 日置善郎著 421.3||Hi 210000398

15 サイエンス社
演習場の量子論 : 基礎から学びたい人のた
めに 新版 (SGC books : for senior &
graduate courses:P2)

柏太郎著 421.3||Ka 210000305
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16 サイエンス社
シュレーディンガー方程式 : 量子力学のより
よい理解のために 新版 (SGC books : for
senior & graduate courses:P3)

仲滋文著 421.3||Na 210000304

17 オプトロニクス社 フィールドガイド幾何光学

John
E.Greivenkamp著
/オプトロニクス
社編集部,張吉夫

425.3||Gr 210000019

18 オプトロニクス社 フィールドガイド偏光 (SPIEフィールドガイド)
Edward Collett著
/笠原一郎訳

425.4||Co 210000022

19 オプトロニクス社 回折光学素子入門 増補改訂版

応用物理学会日
本光学会光設計
研究グループ監
修

425.4||Ka 210000006

20 オプトロニクス社
ユーザーエンジニアのための光学入門
(Optronics Books)

岸川利郎著 425||Ki 210000024

21 オプトロニクス社
光学系の仕組みと応用 : 主要光デバイスに
おける光学系機構と応用の実際

オプトロニクス社
編集部編

425||Ko 210000018

22
シュプリンガー・
ジャパン

非線型光学の基礎 (World physics selection :
monograph)

D.L.ミルズ著/小
林孝嘉訳

425||Mi 210000292

23 講談社
すぐできる分子シミュレーションビギナーズ
マニュアル

長岡正隆編著/
講談社サイエン
ティフィク編集

431.1||Su 210000077

24
Oxford
University Press

Atkins' physical chemistry 9th ed : pbk
Peter Atkins,
Julio de Paula

431||At 210000053

25 東京化学同人 基礎から学ぶ有機化合物のスペクトル解析
小川桂一郎, 榊
原和久, 村田滋
著

433.9||Og 210000095

26 東京化学同人 演習で学ぶ有機化合物のスペクトル解析
横山泰, 廣田洋,
石原晋次著

433.9||Yo 210000094

27 オプトロニクス社
フィールドガイド大気光学 (SPIEフィールドガ
イド)

Larry C. Andrews
著/田村耕一訳

451.75||An 210000023

28 南江堂 MEの基礎知識と安全管理 改訂第5版
日本生体医工学
会ME技術教育委
員会監修

492.8||Me 210000354

29 日本評論社 自律訓練法 改訂版
松岡洋一, 松岡
素子著

493.72||Ma 210000291

30 学芸出版社
環境と空間文化 : 建築・都市デザインのモ
チベーション

中村良夫編著/
小野芳朗 [ほか]
著

518.8||Ka 210000080

31 学芸出版社
環境と都市のデザイン : 表層を超える試み・
参加と景観の交点から

齋藤潮, 土肥真
人編著/柴田久
[ほか] 著

518.8||Ka 210000081
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32 オプトロニクス社
光学素子と機構の検査技法 改訂版 1 光学
材料・素子編

井上弘著 535.8||In||1 210000025

33 オプトロニクス社
光学素子と機構の検査技法 改訂版 3 製造
管理・規格編

井上弘著 535.8||In||3 210000026

34 オプトロニクス社
フィールドガイド光学薄膜 (SPIEフィールドガ
イド)

Ronald R.Willey
著/鬼崎康成訳

535.8||Wi 210000008

35 オプトロニクス社 レンズ辞典&事典 河合滋編・著 535.87||Ka 210000027

36 電気通信協会 電気通信主任技術者法規試験対策 改訂4版
電気通信主任技
術者試験対策研
究会編

547.078||De 210000353

37 日本理工出版会
電気通信主任技術者試験全問題解答集 : 第
1種第2種線路 10-11年版. 1: 共通編

電気通信主任技
術者試験研究会
編

547.078||De||'10-'11-1210000352

38 日本理工出版会
電気通信主任技術者試験全問題解答集 : 第
1種第2種線路 10-11年版. 2: 専門編

電気通信主任技
術者試験研究会
編

547.078||De||'10-'11-2210000351

39 CQ出版
LCフィルタの設計&製作 : コイルとコンデン
サで作るLPF/HPF/BPF/BRFの実際

森栄二著 547.1||Mo 210000104

40 Prentice Hall
Introduction to signal processing (Prentice
Hall signal processing series)

Sophocles J.
Orfanidis

547.1||Or 210000356

41 CQ出版
ラジオ&ワイヤレス回路の設計・製作 : ゲル
マ・ラジオからワイヤレス・モデムまで : 実践
派エレクトロニクス・ビギナーのために

鈴木憲次著 547.5||Su 210000103

42 丸善 RFマイクロエレクトロニクス
Behzad Razavi
[著]

547.54||Ra 210000111

43 オプトロニクス社 DWDM光測定技術 波平宜敬編 547.68||Dw 210000017

44 オプトロニクス社 光通信ネットワーク入門 改訂版 加島宜雄著 547.68||Ka 210000029

45 オプトロニクス社 ファイバー光学の基礎
黒澤宏, 横田光
広著

547.68||Ku 210000030

46
東京電機大学出
版局

MIMOワイヤレス通信

エズィオ・ビリエリ
[ほか] 著/NTTア
クセスサービスシ
ステム研究所訳

547||Mi 210000112

47 オプトロニクス社
光メモリの基礎知識 : 基礎から最先端まで
をわかりやすく解説

朝枝剛著 548.23||As 210000016
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48 CQ出版
PLL回路の設計と応用 : ループ・フィルタ定
数の算出方法とその検証

遠坂俊昭著 549.3||En 210000105

49 John Wiley Phaselock techniques 3rd ed : cloth Floyd M. Gardner 549.3||Ga 210000335

50
新技術コミュニ
ケーションズ

PLL周波数シンセサイザ : PLLの基礎・応用
と誤りのない設計手法を目指して

山下和郎著 549.3||Ya 210000113

51 誠文堂新光社
高周波回路の設計と製作 : 簡単な回路の製
作から始める (直感でマスター!) (電子回路設
計シリーズ)

市川裕一, 市川
古都美著

549.38||Ic 210000306

52 CQ出版
GHz時代の高周波回路設計 : スイッチ/増幅
/検波/混合/発振のテクニックを実験解説

市川裕一, 青木
勝共著

549.38||Ic 210000385

53 丸善 CMOS RF回路設計 束原恒夫著 549.38||Ts 210000290

54 オプトロニクス社
フィールドガイドオプティカルリソグラフィー
(SPIEフィールドガイド)

Chris A.Mack著/
木下博雄訳

549.7||Ma 210000021

55 Wiley
Frequency synthesizers : theory and design
3rd ed pbk.

Vadim
Manassewitsch

549.7||Ma 210000334

56 オプトロニクス社
フィールドガイド赤外線システム (SPIEフィー
ルドガイド)

Arnold Daniels著
/小檜山光信訳

549.95||Da 210000020

57
電気通信協会/
オ-ム社 (発売)

光スイッチング技術入門 : 光スイッチングデ
バイスから光ルータまで 第2版

行松健一編著 549.95||Hi 210000096

58 オプトロニクス社
レーザー基礎の基礎 : レーザーとは何か?
第1歩からやさしく

黒澤宏著 549.95||Ku 210000005

59 オプトロニクス社
レーザプロセス技術 : 基礎から実際まで 増
補改訂版

永井治彦著 549.95||Na 210000007

60 Dog Ear Pub
Pll Performance, Simulation and Design 4th
ed

Dean Banerjee 549||Ba 210000187

61
エディシオン・ト
レヴィル/河出書
房新社 (発売)

バロック・アナトミア : フィレンツェ“ラ・スペコ
ラ"博物館の解剖学蝋人形 : 佐藤明写真集
(Pan-exotica)

佐藤明写真 748||Sa 210000041

62
アドスリー/丸善
株式会社出版事
業部 (発売)

論文・プレゼンの科学 : 読ませる論文・卒論
聴かせるプレゼン伝わる英語の公式

河田聡著 816.5||Ka 210000004

63 講談社 探究 1 柄谷行人著 914.6||Ka||1 210000400
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64
アリアドネ企画
/[三修社 (発売)]

戦友が死体となる瞬間 (とき) : 戦場ジャーナ
リストが見た紛争地 (Ariádne military)

加藤健二郎, 黒
井文太郎, 村上
和巳著

916||Ka 210000123

65
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

ロスト・シンボル 上
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

933.7||Br||1 210000307

66
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

ロスト・シンボル 下
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

933.7||Br||2 210000308

67 文藝春秋 リーシーの物語 上
スティーヴン・キ
ング著/白石朗
訳

933.7||Ki||1 210000101

68 文藝春秋 リーシーの物語 下
スティーヴン・キ
ング著/白石朗
訳

933.7||Ki||2 210000102

69 小学館 地獄の英雄たち (デモナータ:10幕)
Darren Shan著/
橋本恵訳/田口
智子絵

933.7||Sh 210000106

70 筑摩書房 猫語の教科書 (ちくま文庫)
ポール・ギャリコ
著/灰島かり訳

934.7||Ga 210000003

71 河出書房新社
戦場から生きのびて : ぼくは少年兵士だっ
た

イシメール・ベア
著/忠平美幸訳

936||Be 210000002

72 早川書房 第三の嘘 (Hayakawa novels)
アゴタ・クリストフ
著/堀茂樹訳

953||Kr 210000040

73 現代企画室
はだしの医者、内戦エルサルバドルをゆく
(PQ books)

フランシスコ・メッ
ツィ著/太田昌国,
新川志保子訳

966||Me 210000038
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