
学生用理工系図書配架リスト（７月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
パターン認識のためのサポートベクトルマシ
ン入門

阿部重夫著 森北出版 007.13||Ab 211001073

2 情報検索のためのユーザインタフェース
Marti A. Hearst
著

共立出版 007.58||He 211001044

3
Microsoft Office Specialist Microsoft Word
2010対策テキスト&問題集 (よくわかるマス
ター)

富士通エフ・
オー・エム著制
作

FOM出版 007.6||Mi 211001162

4 実習情報リテラシ (実習ライブラリ:3)
重定如彦, 河内
谷幸子共著

サイエンス社 007.6||Sh 211001160

5
Word 2010 Excel 2010 PowerPoint 2010ス
テップアップラーニング (オールカラー学習
テキスト)

定平誠著 技術評論社 007.63||Sa 211001212

6 KINECTセンサープログラミング 中村薫著 秀和システム 007.64||Na 211001367

7 Fortran90/95プログラミング 改訂新版
冨田博之, 齋藤
泰洋共著

培風館 007.64||To 211001045

8
シェルスクリプト基本リファレンス : #!/bin/sh
で、ここまでできる 改訂新版 (Web+DB
pressプラスシリーズ)

山森丈範著 技術評論社 007.64||Ya 211001083

9
コミュニティデザイン : 人がつながるしくみを
つくる

山崎亮著 学芸出版社 318.8||Ya 211001075

10 利他学 (新潮選書) 小田亮著 新潮社 361.4||Od 211001380

11
The Japan Times special report 3.11 : a
chronicle of events following the great east
japan earthquake

ジャパンタイムズ
編

ジャパンタイム
ズ

369.31||Ja 211001262

12
科学技術系のライティング技法 : 理系文・実
用文・仕事文の書き方・まとめ方

小山透著
慶應義塾大学出
版会

407||Ko 211001050

13 数学公式ハンドブック
Alan Jeffrey著/
穴田浩一, 内田
雅克, 柳谷晃訳

共立出版 410.38||Je 211001369

14
数学は世界を変える : あなたにとっての現
代数学

リリアン・R・リー
バー著/ヒュー・
グレイ・リーバー
絵/水谷淳訳

ソフトバンククリ
エイティブ

410.4||Li 211001381

15 最適化の数学 (共立講座21世紀の数学:13) 茨木俊秀著 共立出版 410.8||Ky||13 211001267
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16
内積・外積・空間図形を通してベクトルを深く
理解しよう (数学のかんどころ:1)

飯高茂著 共立出版 410.8||Su||1 211001382

17
理系のための行列・行列式 : めざせ!理論と
計算の完全マスター (数学のかんどころ:2)

福間慶明著 共立出版 410.8||Su||2 211001265

18
知っておきたい幾何の定理 (数学のかんど
ころ:3)

前原濶, 桑田孝
泰著

共立出版 410.8||Su||3 211001266

19 大学数学の基礎 (数学のかんどころ:4) 酒井文雄著 共立出版 410.8||Su||4 211001049

20 数学基礎論 新井敏康著 岩波書店 410.9||Ar 211001074

21 農学・水産学系学生のための数理科学入門

河邊玲 [ほか]
著/日本水産学
会水産教育推進
委員会編

恒星社厚生閣 410||No 211001375

22 語りかける中学数学 高橋一雄著 ベレ出版 410||Ta 211001079

23
大人のための数学「検定外」教科書 : スラス
ラわかる!スラスラ解ける! : もう一度やり直し
たいあなたへ

高橋一雄著 ダイヤモンド社 410||Ta 211001082

24
リッチフローと幾何化予想 (数理物理シリー
ズ:5)

小林亮一著 培風館 414.7||Ko 211001263

25
Amazonランキングの謎を解く : 確率的な順
位付けが教える売上の構造 (DOJIN選
書:39)

服部哲弥著 化学同人 417.1||Ha 211001264

26
SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 :
因子分析・共分散構造分析まで 第2版

小塩真司著 東京図書 417||Os 211001376

27 Rによる計算機統計学
Maria L. Rizzo著
/石井一夫, 村田
真樹共訳

オーム社 417||Ri 211001379

28 Rパッケージガイドブック
岡田昌史著者代
表

東京図書 417||Rp 211001164

29
多変量解析がわかる : 多変量解析の入門
書として最適 具体的な例や図が豊富でわ
かりやすい! (ファーストブック)

涌井良幸, 涌井
貞美著

技術評論社 417||Wa 211001371

30 物理の道しるべ (研究者の道とは何か)
数理科学編集部
編

サイエンス社 420.21||Bu 211001048
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31
量子力学の反常識と素粒子の自由意志 (岩
波科学ライブラリー:179)

筒井泉著 岩波書店 421.3||Ts 211001163

32
教養としての基礎化学 : 身につけておきた
い基本の考え方

馬場正昭著 化学同人 430||Ba 211001070

33 元素図鑑 : 宇宙は92この元素でできている
エイドリアン・ディ
ングル作/池内
恵訳

主婦の友社 431.11||Di 211001278

34
不活性結合・不活性分子の活性化 : 革新的
な分子変換反応の開拓 (CSJ Current
Review:05)

日本化学会編著 化学同人 431.12||Fu 211001047

35
MANDARAパーフェクトマスター : フリーGIS
ソフト

谷謙二著 古今書院 448.9||Ta 211001211

36 移行化石の発見
ブライアン・ス
ウィーテク著/野
中香方子訳

文藝春秋 457.8||Sw 211001166

37 はじめて学ぶ生命科学の基礎
畠山智充, 小田
達也編著

化学同人 460||Ha 211001372

38

細胞死実験プロトコール : 現象を見抜き検
出できる! : アポトーシスとその他細胞死の
顕微鏡による検出から、DNA断片化や関連
タンパク質の検出、FACSによる解析まで網
羅 (実験医学:別冊)

刀祢重信, 小路
武彦編

羊土社 463||Sa 211001373

39 分子生物学に魅せられた人々
日本分子生物学
会編

東京化学同人 464.1||Bu 211001370

40
先生、シマリスがヘビの頭をかじっています!
(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 211001168

41
先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!
(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 211001169

42
先生、キジがヤギに縄張り宣言しています!
(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 211001170

43
先生、カエルが脱皮してその皮を食べてい
ます! (「鳥取環境大学」の森の人間動物行
動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 211001171

44
先生、子リスたちがイタチを攻撃しています!
(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 211001172

45
超!文献管理ソリューション : PubMed/医中
誌検索からクラウド活用まで

讃岐美智義著

学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング
(発売)

490.7||Sa 211001377
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46
利他的な遺伝子 : ヒトにモラルはあるか (筑
摩選書:0020)

柳澤嘉一郎著 筑摩書房 491.371||Ya 211001378

47
眠れない一族 : 食人の痕跡と殺人タンパク
の謎

ダニエル・T.マッ
クス著/柴田裕之
訳

紀伊國屋書店 493.8||Ma 211001081

48
色弱が世界を変える : カラーユニバーサル
デザイン最前線

伊賀公一著 太田出版 496.45||Ig 211001174

49
原発に頼らない社会へ : こうすれば電力問
題も温暖化も解決できる

田中優著
武田ランダムハ
ウスジャパン

501.6||Ta 211001077

50 土木材料実験指導書 2011年改訂版 土木学会編 土木学会 511.4||Do||'11 211001161

51
ジェイコブズ対モーゼス : ニューヨーク都市
計画をめぐる闘い

アンソニー・フリ
ント著/渡邉泰彦
訳

鹿島出版会 518.8||Fl 211001173

52
次世代への伝言 : 自然の本質と人間の生き
方を語る

宮脇昭, 池田武
邦[対談]

地湧社 519.04||Mi 211001078

53 世界一わかりやすい放射能の本当の話
別冊宝島編集部
編/青山智樹 [ほ
か]著

宝島社 539.6||Se 211001383

54 福島原発事故 : どうする日本の原発政策 安斎育郎著 かもがわ出版 543.5||An 211001076

55
原発事故緊急対策マニュアル : 放射能汚染
から身を守るために

日本科学者会議
福岡支部核問題
研究委員会編

合同出版 543.5||Ge 211001167

56
暴走する原発 : チェルノブイリから福島へ こ
れから起こる本当のこと

広河隆一著 小学館 543.5||Hi 211001165

57 福島原発人災記 : 安全神話を騙った人々 川村湊著 現代書館 543.5||Ka 211001084

58
「フクシマ」論 : 原子力ムラはなぜ生まれた
のか

開沼博著 青土社 543.5||Ka 211001366

59 放射能汚染の現実を超えて 小出裕章著 河出書房新社 543.5||Ko 211001261

60
Webアプリケーション構築入門 : 実践!Web
ページ制作からマッシュアップまで 第2版

矢吹太朗著 森北出版 547.4833||Ya 211001209

61 論理回路 (電子・通信工学:EKR-7)
一色剛, 熊澤逸
夫共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

549.3||Is 211001374
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62
作る自然エレクトロニクス : 太陽電池, 水車,
風車, 火, 人力を利用してエネルギーを自給
自足 (ハードウェア・セレクション)

漆谷正義著 CQ出版 549||Ur 211001368

63 はじめて学ぶ化学工学
草壁克己, 外輪
健一郎共著

丸善出版 571||Ku 211001043

64 食と農のいま
池上甲一, 原山
浩介編

ナカニシヤ出版 610.4||Sh 211001277

65 TPPと日本の論点 (農文協ブックレット:2)
農山漁村文化協
会編

農山漁村文化協
会

611.48||Tp 211001046

66 農山村再生の実践 (JA総研研究叢書:4) 小田切徳美編著
農山漁村文化協
会

611.92||No 211001071

67 英文契約書の基礎知識
宮野準治, 飯泉
恵美子著

ジャパンタイム
ズ

670.93||Mi 211001080

68
C言語すら知らなかった私がたった2か月で
iPhoneアプリをリリースするためにやったこ
と

またよしれい著 秀和システム 694.6||Ma 211001072
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