
学生用理工系図書配架リスト（５月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
情報数学の基礎 : 例からはじめてよくわか
る

幸谷智紀, 國持
良行共著

森北出版 007.1||Ko 211000695

2
アナライジング・マルウェア : フリーツールを
使った感染事案対処 (Art/of/reversing)

新井悠 [ほか]
著

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.609||An 211000471

3
今すぐ使えるかんたんExcel & Word 2010
(Imasugu Tsukaeru Kantan Series)

技術評論社編集
部, AYURA著

技術評論社 007.63||Im 211000461

4 パンダ外交 (メディアファクトリー新書:023) 家永真幸著
メディアファクト
リー

319.22||Ie 211000516

5
Rによるアクチュアリーの統計分析 (シリー
ズ統計科学のプラクティス:4)

田中周二著 朝倉書店 339.1||Ta 211000424

6
理科系のための入門英語プレゼンテーショ
ン 改訂版

廣岡慶彦著 朝倉書店 407||Hi 211000473

7
数と正義のパラドクス : 頭の痛い数学ミステ
リー

ジョージ・G・スピ
ロ著/寺嶋英志
訳

青土社 410.4||Sz 211000696

8 乱択アルゴリズム (数学ガール) 結城浩著
ソフトバンククリ
エイティブ

410.4||Yu 211000466

9
不可能、不確定、不完全 : 「できない」を証
明する数学の力

ジェイムズ・D. ス
タイン著/熊谷玲
美, 田沢恭子, 松
井信彦訳

早川書房 410.9||St 211000537

10 代数学のひろがり (代数学:3) 雪江明彦著 日本評論社 411.6||Da||3 211000460

11 フーリエ解析と偏微分方程式入門 壁谷喜継著 共立出版 413.59||Ka 211000457

12
ギャンブラーの数学 : 運をうまく使いこなす
にはどうしたらよいか?

ジョセフ・メイザー
著/水谷淳訳

日本評論社 417.1||Ma 211000423

13 数理計画入門 新版 福島雅夫著 朝倉書店 417||Fu 211000691

14
はじめよう!統計学超入門 : 知識ゼロでもわ
かる統計学

松原望著 技術評論社 417||Ma 211000439

15 R Commanderによるデータ解析
大森崇, 阪田真
己子, 宿久洋著

共立出版 417||Om 211000472
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16 4Stepsエクセル統計 第3版 柳井久江著
オーエムエス出
版/星雲社 (発
売)

417||Ya 211000512

17
ノーベル賞でたどるアインシュタインの贈物
(NHKブックス:1174)

小山慶太著 NHK出版 420.2||Ko 211000468

18
自然現象と物理法則のあいだ : 物理の本質
は公式だけではわからない

鹿児島誠一著 丸善 420||Ka 211000465

19
光を止められるか : アインシュタインが挑ん
だこと (岩波科学ライブラリー:178)

米谷民明著 岩波書店 421.2||Yo 211000493

20
光工学が一番わかる : 光の基礎から応用
先端技術まで未来をひらくフォトニクスをマ
スターする (しくみ図解:012)

前田譲治, 海老
澤賢史共著

技術評論社 425||Ma 211000462

21 現代の熱力学 白井光雲著 共立出版 426.5||Sh 211000690

22 化合物命名法 : IUPAC勧告に準拠
日本化学会命名
法専門委員会編

東京化学同人 430.34||Ka 211000688

23
金属錯体の合成と反応 (岩波講座現代化学
への入門:13)

飛田博実, 荻野
博著

岩波書店 430.8||Iw||13 211000494

24 商品から学ぶ化学の基礎 松田勝彦著 化学同人 430||Ma 211000421

25 化学者のための光科学 長村利彦著 講談社 431.5||Na 211000464

26
新しい局面を迎えた界面の分子科学 : 機能
デザインと計測技術の展開 (CSJ Current
Review:04)

日本化学会編著 化学同人 431.8||At 211000689

27
アトキンス基礎物理化学 : 分子論的アプ
ローチ 上

Peter Atkins,
Julio de Paula,
Ronald Friedman
[著]/千原秀昭,

東京化学同人 431||At||1 211000686

28
アトキンス基礎物理化学 : 分子論的アプ
ローチ 下

Peter Atkins,
Julio de Paula,
Ronald Friedman
[著]/千原秀昭,

東京化学同人 431||At||2 211000687

29
光電子固体物性 (現代物理学. 展開シリー
ズ:3)

高橋隆著 朝倉書店 433.5||Ta 211000467

30
大地震の前兆をとらえた! : 警戒すべき地域
はどこか

木村政昭著 第三文明社 453.38||Ki 211000649

31 やさしい基礎生物学
南雲保編/今井
一志 [ほか] 著

羊土社 460||Ya 211000692
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32
生物学のための計算統計学 : 最尤法,ブート
ストラップ,無作為化法

Derek A. Roff著/
野間口眞太郎訳

共立出版 461.9||Ro 211000458

33 Essential細胞生物学
Bruce Alberts
[ほか] 著/青山
聖子 [ほか] 訳

南江堂 463||Es 211000693

34
「こころ」は遺伝子でどこまで決まるのか :
パーソナルゲノム時代の脳科学 (NHK出版
新書:342)

宮川剛著 NHK出版 467.3||Mi 211000499

35 「進化論」を書き換える 池田清彦著 新潮社 467.5||Ik 211000561

36
想像するちから : チンパンジーが教えてくれ
た人間の心

松沢哲郎著 岩波書店 489.97||Ma 211000627

37
穆如清風(おだやかなることきよきかぜのご
とし) : 複雑系と医療の原点

中田力著 日本医事新報社 490.1||Na 211000513

38
視覚はよみがえる : 三次元のクオリア (筑摩
選書:0008)

スーザン・バリー
著/宇丹貴代実
訳

筑摩書房 491.374||Ba 211000515

39
ライフサイエンス (理系たまごシリーズ:11.
世界で活躍する理工系研究者を目指して.
科学技術英語徹底トレーニング)

人見憲司著 アルク 507.7||Hi 211000422

40
川の蛇行復元 : 水理・物質循環・生態系か
らの評価

中村太士編 技報堂出版 517||Ka 211000497

41
持続可能なアジアの展望 (サステイナビリ
ティ学:5. Sustainability science)

小宮山宏 [ほか]
編

東京大学出版会 519.08||Sa||5 211000469

42 環境科学と生態学のためのR統計

Song S.Qian著/
大森浩二, 井上
幹生, 畑啓生監
訳

共立出版 519||Qi 211000459

43
航空機の飛行制御の実際 : 機械式からフラ
イ・バイ・ワイヤへ

片柳亮二著 森北出版 538.25||Ka 211000694

44
「はやぶさ」からの贈り物 : 全記録・小惑星イ
トカワの砂が明かす地球誕生の秘密

朝日新聞取材班
著

朝日新聞出版 538.9||Ha 211000474

45
「はやぶさ」式思考法 : 日本を復活させる24
の提言

川口淳一郎著 飛鳥新社 538.9||Ka 211000538

46
「原子力事故」自衛マニュアル : “その時"す
べきこと、絶対してはいけないこと 緊急改訂
版 (青春新書PLAY BOOKS:P-923)

事故・災害と生
活を考える会著

青春出版社 539.99||Ge 211000648

47 日本の原発危険地帯 鎌田慧著 青志社 543.5||Ka 211000647
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48
隠される原子力核の真実 : 原子力の専門家
が原発に反対するわけ

小出裕章著
創史社/八月書
館 (発売)

543.5||Ko 211000650

49
原発のどこが危険か : 世界の事故と福島原
発 新版 (朝日選書:876)

桜井淳著 朝日新聞出版 543.5||Sa 211000646

50
原発と日本の未来 : 原子力は温暖化対策
の切り札か (岩波ブックレット:No.802)

吉岡斉編 岩波書店 543.5||Yo 211000500

51 無線分散ネットワーク
三瓶政一, 阪口
啓監修/電子情
報通信学会編

電子情報通信学
会

547.483||Mu 211000495

52
非線形最適制御入門 (システム制御工学シ
リーズ:18)

大塚敏之著 コロナ社 548.3||Sh||18 211000496

53
海洋資源大国日本は「海」から再生できる :
国民も知らない海洋日本の可能性

山田吉彦著 海竜社 558||Ya 211000514

54
クジラは海の資源か神獣か (NHKブック
ス:1172)

石川創著 NHK出版 664.9||Is 211000463

55 伊勢丹一流のサービス (経済界新書:002) 国友隆一著 経済界 673.838||Ku 211000498

56 大丈夫か!?格安航空会社 (マイコミ新書) 伊丹治生著
毎日コミュニ
ケーションズ

687.2||It 211000470

57
9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズ
ニーの教え方

福島文二郎著 中経出版 689.5||Fu 211000517
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