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1 量子情報科学入門 石坂智 [ほか] 著 共立出版 007.1||Ry 212001197

2 すごいHaskellたのしく学ぼう!
Miran Lipovača著
/田中英行, 村主
崇行共訳

オーム社 007.64||Li 212001192

3
なぜ男は女より多く産まれるのか : 絶滅回
避の進化論 (ちくまプリマー新書:177)

吉村仁著 筑摩書房 080||Ch||177 212001196

4 統計的推測 (数学のかんどころ:11) 松井敬著 共立出版 410.8||Su||11 212001198

5 平面代数曲線 (数学のかんどころ:12) 酒井文雄著 共立出版 410.8||Su||12 212001199

6 楕円関数原論 : ヤコビ
カール・G・J・ヤコ
ビ著/高瀬正仁
訳

講談社 413.57||Ja 212001032

7
スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析
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! 改訂1

馬場敬之, 高杉
豊著

マセマ出版社 413.59||Ba 212001193

8
データ解析のための統計モデリング入門 :
一般化線形モデル・階層ベイズモデル・
MCMC (確率と情報の科学:第1期)

久保拓弥著 岩波書店 417||Ku 212001017

9
密度汎関数法の発展 : マテリアルデザイン
への応用

赤井久純, 白井
光雲編著

丸善出版 421.3||Ak 212001205

10 光と電波 (初等物理シリーズ:8) 好村滋洋著 培風館 425||Ko 212001033

11 電磁気学の基礎 1 太田浩一著 東京大学出版会 427||Ot||1 212001022

12 電磁気学の基礎 2 太田浩一著 東京大学出版会 427||Ot||2 212001025

13 物性物理学ハンドブック 川畑有郷 [ほか] 編集朝倉書店 428.036||Bu 212001123

14 素粒子論のランドスケープ 大栗博司著 数学書房 429.6||Og 212001024

15 生物無機化学 (朝倉化学大系:12)
山内脩, 鈴木晋
一郎, 櫻井武著

朝倉書店 430.8||As||12 212001200

16 密度汎関数法の基礎 常田貴夫著 講談社 431.19||Ts 212001021

17 ハウス無機化学 上

James E.House
著/山下正廣, 塩
谷光彦, 石川直
人訳

東京化学同人 435||Ho||1 212001201

18 ハウス無機化学 下

James E.House
著/山下正廣, 塩
谷光彦, 石川直
人訳

東京化学同人 435||Ho||2 212001202
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19 小石、地球の来歴を語る
ヤン・ザラシー
ヴィッチ [著]/江
口あとか訳

みすず書房 450||Za 212001028

20 砂 : 文明と自然
マイケル・ウェラ
ンド著/林裕美子
訳

築地書館 458||We 212001062

21
エントロピーから読み解く生物学 : めぐりめ
ぐむわきあがる生命

佐藤直樹著 裳華房 460||Sa 212001194

22 生物流体力学
谷下一夫, 山口
隆美編

朝倉書店 464.9||Se 212001023

23 進化学事典 日本進化学会編 共立出版 467.5||Sh 212000993

24 進化 : 生命のたどる道
カール・ジンマー
著

岩波書店 467.5||Zi 212001190

25 植物の系統と進化 (新・生命科学シリーズ) 伊藤元己著 裳華房 471.8||It 212001191

26
金属および半導体ナノ粒子の科学 : 新しい
ナノ材料の機能性と応用展開 (CSJ Current
Review:09)

日本化学会編著 化学同人 501.4||Ki 212001195

27
今むかし日本の名城88 東日本編 (別冊太
陽)

 平凡社 521.82||Im 212001026

28
今むかし日本の名城88 西日本編 (別冊太
陽)

 平凡社 521.82||Im 212001027

29
単位が取れる電気回路ノート (単位が取れ
るシリーズ)

田原真人著 講談社 541.1||Ta 212000994

30
原発は不良債権である (岩波ブックレッ
ト:No. 836)

金子勝著 岩波書店 543.5||Ka 212001018

31

必ず結果が出るブログ運営テクニック100 :
プロ・ブロガーが教える"俺メディア"の極意 :
Facebook Twitterを使いこなす自分の「ホー
ム」の作り方

コグレマサト, す
るぷ著

インプレスジャパン/インプレスコミュニケーションズ (発売)547.483||Ko 212001204

32
遺伝子工学 (バイオテクノロジーテキストシ
リーズ)

柴忠義著 講談社 579.93||Sh 212001031

33 チョコレートの帝国
ジョエル・G・ブレ
ナー [著]/笙玲
子訳

みすず書房 588.34||Br 212001029

34
カレーの経営学 : ハウス食品にまなぶ : 勝
ち続ける驚異のしかけ・ノウハウ

井上岳久著 東洋経済新報社 588.97||In 212001030

35 何度も読みたい広告コピー  パイインターナショナル674||Na 212001061


