
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 情報理論 (ちくま学芸文庫:[ア35-1]) 甘利俊一著 筑摩書房 007.1||Am 212003282

2 イラストで学ぶ情報理論の考え方
植松友彦著/講
談社サイエンティ
フィク編

講談社 007.1||Ue 212003505

3
パターン認識と機械学習 : ベイズ理論によ
る統計的予測 上

C. M. ビショップ
著

丸善出版 007.13||Bi||1 212003902

4
学習とそのアルゴリズム : ニューラルネット
ワーク・遺伝アルゴリズム・強化学習 オンデ
マンド版

電気学会GA・
ニューロを用いた
学習法とその応
用調査専門委員
会編

森北出版 007.13||Ga 212003654

5
学習とそのアルゴリズム : ニューラルネット
ワーク・遺伝アルゴリズム・強化学習 オンデ
マンド版

電気学会GA・
ニューロを用いた
学習法とその応
用調査専門委員
会編

森北出版 007.13||Ga 212003674

6 はじめてのパターン認識 平井有三著 森北出版 007.13||Hi 212004003
7 遺伝的アルゴリズム : その理論と先端的手 棟朝雅晴著 森北出版 007.13||Mu 212003518

8
生命科学・医療系のための情報リテラシー : 
情報検索からレポート, 研究発表まで

飯島史朗, 石川さ
と子著

丸善出版 007.6||Ij 212003410

9
生命科学・医療系のための情報リテラシー : 
情報検索からレポート, 研究発表まで

飯島史朗, 石川さ
と子著

丸善出版 007.6||Ij 212003411

10 計算と物質 (岩波講座計算科学:3) 押山淳 [ほか] 著 岩波書店 007.6||Iw||3 212004087

11 SPSSによるテキストマイニング入門
内田治, 川嶋敦
子, 磯崎幸子共

オーム社 007.6||Uc 212004016

12

データマイニングと集合知 : 基礎からWeb,
ソーシャルメディアまで (未来へつなぐデジタ
ルシリーズ:11. Connection to the future 
with digital series)

石川博 [ほか] 著 共立出版 007.609||De 212003690

13
100人のプロが選んだソフトウェア開発の名
著 : 君のために選んだ1冊

デブサミ運営事
務局, 
SEshop.com編集

翔泳社 007.63||Hy 212003569

14
Androidプログラミングバイブル : SDK4/3/2
対応 (smart phone programming bible)

布留川英一著 ソシム 007.64||Fu 212004023

15 R言語逆引きハンドブック 石田基広著
シーアンドアー
ル研究所

007.64||Is 212003874

16 Springs of C : 楽しく身につくプログラミング 伊藤祥一著 森北出版 007.64||It 212003520

17
CUDAプログラミング実践講座 : 超並列プロ
セッサにおけるプログラミング手法

David B. Kirk, 
Wen-mei W. Hwu
著/Bスプラウト
翻訳

ボーンデジタル 007.64||Ki 212003938

18
KINECT for Windows SDKプログラミング 
C++編

中村薫, 田中和
希, 宮城英人著

秀和システム 007.64||Na 212003342

19 プログラミングAndroid
ジガード・メドニク
ス [ほか] 著/永
井勝則訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 
(発売)

007.64||Pu 212004024

20 VPythonプログラミング入門 上坂吉則著
牧野書店/星雲
社(発売)

007.64||Ue 212003567

21 C言語で学ぶ実践画像処理
井上誠喜 [ほか] 
共著

オーム社 007.642||Cg 212003574

22 Photoshop 10年使える逆引き手帖 藤本圭著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.642||Fu 212003468

23
C言語による画像処理プログラミング入門 : 
サンプルプログラムから学ぶ

長尾智晴著 昭晃堂 007.642||Na 212003516

24
OpenCV2プログラミングブック : 
OpenCV2.2/2.3対応 (Open computer vision 
library:2)

OpenCV2プログ
ラミングブック制
作チーム著

マイナビ 007.642||Op 212003709

25 Illustrator : 10年使える逆引き手帖 高野雅弘著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.642||Ta 212003467

26 Processingによる画像処理とグラフィックス 谷尻かおり著 カットシステム 007.642||Ta 212003639

27
考える力をつける論文教室 (ちくまプリマー
新書:158)

今野雅方著 筑摩書房 080||Ch||158 212003534

学生用理工系図書配架リスト(10月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

28
国土と日本人 : 災害大国の生き方 (中公新
書:2151)

大石久和著 中央公論新社 080||Ch||2151 212003471

29
未曾有と想定外 : 東日本大震災に学ぶ (講
談社現代新書:2117)

畑村洋太郎著 講談社 080||Ko||2117 212003643

30
うそつきのパラドックス : 論理的に考えること
への挑戦

山岡悦郎著 海鳴社 116||Ya 212003490

31
奥行運動知覚の視覚情報処理過程 (心理
学モノグラフ:No. 31, 2007)

須佐見憲史著 日本心理学会 140.4||Sh||31 212004554

32
図表で学ぶ心理テスト : アセスメントと研究
のために

長尾博著 ナカニシヤ出版 140.7||Na 212003883

33
研究事例で学ぶSPSSとAmosによる心理・
調査データ解析 第2版

小塩真司著 東京図書 140.7||Os 212004014

34 心理学における3次元視研究 林部敬吉著 酒井書店 141.21||Ha 212003279
35 大正大震災 : 忘却された断層 尾原宏之著 白水社 210.69||Oh 212003329

36 両インド史 東インド篇 上巻
ギヨーム=トマ・
レーナル著/大津
真作訳

法政大学出版局 230.5||Ra||1 212003726

37 ドイツ・1936年 : 名取洋之助写真集
名取洋之助写真
/白山眞理解説

岩波書店 234.074||Na 212003293

38 パリが沈んだ日 : セーヌ川の洪水史 佐川美加著 白水社 235.3||Sa 212003565
39 評伝岡潔 花の章 高瀬正仁著 海鳴社 289.1||Ok 212003286

40
My brain is open : 20世紀数学界の異才ポー
ル・エルデシュ放浪記

ブルース・シェク
ター著/グラベル
ロード訳

共立出版 289.3||Er 212003500

41
オリヴァー・ヘヴィサイド : ヴィクトリア朝にお
ける電気の天才 : その時代と業績と生涯

ポール J.ナーイ
ン [著]/高野善永

海鳴社 289.3||He 212003284

42 パリかくし味 蜷川讓 [著] 海鳴社 293.53||Ni 212003487

43
知事は何ができるのか : 「日本病」の治療は
地域から

嘉田由紀子著 風媒社 318.261||Ka 212003835

44 現代経済学の数学基礎 上
A.C. チャン, K. ウ
エインライト著/小
田正雄 [ほか] 訳

シーエーピー出
版

331.19||Ch||1 212003704

45 現代経済学の数学基礎 下
A.C. チャン, K. ウ
エインライト著/小
田正雄 [ほか] 訳

シーエーピー出
版

331.19||Ch||2 212003280

46 ゲーム理論の基礎 (経済学教室:4) 川又邦雄著 培風館 331.19||Ka 212003725
47 基礎から学ぶ動学マクロ経済学に必要な数 中田真佐男著 日本評論社 331.19||Na 212003328

48 経済数学 (経済学教室:3)
永田良, 田中久
稔共著

培風館 331.19||Na 212003724

49
数学が経済を動かす ドイツ企業篇 (シュプリ
ンガー数学クラブ:21)

G.-M.グロイエル, 
R.レンメルト, G.
ルップレヒト編/戸
瀬信之, 丸山文
綱訳

丸善出版 336.1||Gr 212003292

50 株価の経済物理学
増川純一 [ほか] 
共著

培風館 338.15||Ka 212003660

51 確率で考える生命保険数学入門
京都大学理学部
アクチュアリーサ
イエンス部門編

岩波書店 339.1||Ka 212003714

52
日本人はなぜ大災害を受け止めることができ
るのか : グローバル時代を生きるための新・
日本人論

大石久和著 海竜社 361.42||Oi 212003454

53
群れはなぜ同じ方向を目指すのか? : 群知能
と意思決定の科学

レン・フィッシャー
著/松浦俊輔訳

白揚社 361.44||Fi 212003692

54
大震災に備える (日本建築学会叢書:7. 大震
災に備えるシリーズ:1)

日本建築学会編
集・著作

日本建築学会/
丸善 (発売)

369.31||Da 212003721

55
東日本大震災 : 100人の証言 : 私たちはどう
生きていけばいいのか (AERA臨時増
刊:no.15(2011.4.10号))

 朝日新聞出版 369.31||Hi 212003912

56
学者にできることは何か : 日本学術会議のと
りくみを通して (叢書震災と社会)

広渡清吾著 岩波書店 369.31||Hi 212003941

57
自衛隊員が撮った東日本大震災 : 内側から
でしか分からない真実の記録 : 戦った!守っ
た!救った!

防衛省協力 : マ
ガジンハウス編

マガジンハウス 369.31||Ji 212003479

58 記者は何を見たのか : 3・11東日本大震災 読売新聞社著 中央公論新社 369.31||Ki 212003472
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59
記憶と記録 : 311まるごとアーカイブス (叢書
震災と社会)

長坂俊成著 岩波書店 369.31||Na 212003766

60 日本人の底力 : 東日本大震災1年の全記録 産経新聞社著
産経新聞出版/
日本工業新聞社 
(発売)

369.31||Ni 212003464

61
311情報学 : メディアは何をどう伝えたか (叢
書震災と社会)

高野明彦, 吉見
俊哉, 三浦伸也

岩波書店 369.31||Ta 212003769

62 津波防災地域づくり法 : ハンドブック
大成出版社編集
部編集

大成出版社 369.31||Ts 212003532

63
Tsunami 3・11 : 東日本大震災記録写真集 
[PART1]

豊田直巳編 第三書館 369.31||Ts 212003649

64 東日本大震災の記録 : 3.11宮城  TBC東北放送 369||DVD||1623 212003469
65 3.11岩手・大津波の記録 : 2011東日本大震  IBC岩手放送 369||DVD||1624 212003470

66
東日本大震災 : 被災ケーブルテレビ局が捉
えた魂の記録映像 (秘蔵映像DVDムック)

スリーライト編集
日本ケーブルテ
レビ連盟

369||DVD||1625 212003644

67 学校を考える (教育政策入門:1) 渡辺一雄編 玉川大学出版部 370.8||Ky||1 212003312
68 学校の制度と機能 (教育政策入門:2) 渡辺一雄編 玉川大学出版部 370.8||Ky||2 212003501
69 大学の運営と展望 (教育政策入門:4) 渡辺一雄編 玉川大学出版部 370.8||Ky||4 212003311

70
「桜井式」小中高の算数・数学が1週間でわか
るドリル

桜井進著
PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発

375.41||Sa 212003451

71
シュタイナー学校の数学読本 (ちくま学芸文
庫:[ウ19-1])

ベングト・ウリーン
著/丹羽敏雄, 森
章吾訳

筑摩書房 375.41||Ul 212003533

72
シュタイナー学校の数学読本 (ちくま学芸文
庫:[ウ19-1])

ベングト・ウリーン
著/丹羽敏雄, 森
章吾訳

筑摩書房 375.41||Ul 212004131

73 小学校6年間の算数が6時間でわかる本 間地秀三著 PHP研究所 375.412||Ma 212003453

74 里海探偵団が行く! : 育てる・調べる海の幸
寺本潔, 佐々木
剛, 角田美枝子

農山漁村文化協
会

375.6||Sa 212003563

75
高大接続関係のパラダイム転換と再構築 (高
等教育ライブラリ:2)

東北大学高等教
育開発推進セン
ター編

東北大学出版会 376.8||Ko 212003554

76
大学への進学 : 選抜と接続 (リーディングス
日本の高等教育:1. Tamagawa University 
Press higher education reader series)

中村高康編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||1 212003304

77
大学の学び : 教育内容と方法 (リーディング
ス日本の高等教育:2. Tamagawa University 
Press higher education reader series)

杉谷祐美子編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||2 212003305

78
大学生 : キャンパスの生態史 (リーディング
ス日本の高等教育:3. Tamagawa University 
Press higher education reader series)

橋本鉱市編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||3 212003306

79

大学から社会へ : 人材育成と知の還元 (リー
ディングス日本の高等教育:4. Tamagawa 
University Press higher education reader 
series)

小方直幸編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||4 212003307

80
大学と学問 : 知の共同体の変貌 (リーディン
グス日本の高等教育:5. Tamagawa University 
Press higher education reader series)

阿曽沼明裕編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||5 212003308

81
大学のマネジメント : 市場と組織 (リーディン
グス日本の高等教育:7. Tamagawa University 
Press higher education reader series)

米澤彰純編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||7 212003309

82
大学とマネー : 経済と財政 (リーディングス日
本の高等教育:8. Tamagawa University Press 
higher education reader series)

島一則編集 玉川大学出版部 377.21||Ri||8 212003310

83 わくわく理学 : 夢ふくらむ 京大理学部
京都大学大学院
理学研究科・理
学部編

京都大学大学院
理学研究科・理
学部/京都大学
学術出版会 (発

377.28||Wa 212004129

84 ゑびすの旅 : 福神学入門 大江時雄著 海鳴社 387||Oe 212003289
85 科学・技術人名事典 [復刻版] 都築洋次郎編著 日本図書セン 403.3||Ka 212003722

86
日本人研究者が間違えやすい英語科学論文
の正しい書き方 : アクセプトされるための論
文の執筆から投稿・採択までの大切な実践ポ

Ann M. Körner著
/瀬野悍二訳・編

羊土社 407||Ko 212003582
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87 実験レポート作成法

Christopher 
S.Lobban, Maria 
Schefter[著]/畠
山雄二, 大森充

丸善出版 407||Lo 212003408

88 実験レポート作成法

Christopher 
S.Lobban, Maria 
Schefter[著]/畠
山雄二, 大森充

丸善出版 407||Lo 212003409

89
受験算数 : 難問の四千年をたどる (岩波科学
ライブラリー:190)

高橋誠著 岩波書店 410.2||Ta 212003294

90 素晴らしき数学世界
アレックス・ベロス
著/田沢恭子, 対
馬妙, 松井信彦

早川書房 410.4||Be 212004015

91 夢仕掛け人・秋山仁 : 日本グラフ理論誕生史 加納幹雄著 海鳴社 410.4||Ka 212003291

92 超・超面白くて眠れなくなる数学 桜井進著
PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発

410.4||Sa 212003691

93 算数・数学つまずき事典
数学教育協議会, 
小林道正, 野崎
昭弘編

日本評論社 410.4||Sa 212003694

94
The mathematical experience Study ed 
(Modern Brikhäuser classics)

Philip J. Davis, 
Reuben Hersh, 
Elena Anne 
Marchisotto/with 
an introduction 
by Gian-Carlo 

Birkhäuser 410.7||Da 212004332

95 教室に電卓を! 2 一松信著 海鳴社 410.7||Hi||2 212003943
96 教室に電卓を! 3 一松信著 海鳴社 410.7||Hi||3 212003944

97 時代は動く!どうする算数・数学教育
汐見稔幸, 井上
正允, 小寺隆幸

国土社 410.7||Ji 212004130

98
数えてみよう・無限を調べる (算数絵本 : 考え
方の練習帳)

瀬山士郎文/田
島董美絵

さ・え・ら書房 410.7||Se 212003269

99
全部でいくつ・たしたりひいたり (算数絵本 : 
考え方の練習帳)

瀬山士郎文/中
村広子絵

さ・え・ら書房 410.7||Se 212003270

100
いろいろな形・きれいな形 (算数絵本 : 考え
方の練習帳)

瀬山士郎文/中
村広子絵

さ・え・ら書房 410.7||Se 212003271

101
ハトと「ハトの巣」 (算数絵本 : 考え方の練習
帳)

瀬山士郎文/コナ
ガイ香絵

さ・え・ら書房 410.7||Se 212003272

102
ふしぎな形・表とうら (算数絵本 : 考え方の練
習帳)

瀬山士郎文/田
島董美絵

さ・え・ら書房 410.7||Se 212003273

103 計算のひみつ (考え方の練習帳) 瀬山士郎著 さ・え・ら書房 410.7||Se 212003274
104 点と線のひみつ (考え方の練習帳) 瀬山士郎著 さ・え・ら書房 410.7||Se 212003275
105 面積のひみつ (考え方の練習帳) 瀬山士郎著 さ・え・ら書房 410.7||Se 212003276
106 形と曲面のひみつ (考え方の練習帳) 瀬山士郎著 さ・え・ら書房 410.7||Se 212003277
107 数のひみつ (考え方の練習帳) 瀬山士郎著 さ・え・ら書房 410.7||Se 212003278

108
離散数学パズルの冒険 : 3回カットでピザは
何枚取れる?

T.S.マイケル著/
佐藤かおり, 佐藤
宏樹訳

青土社 410.79||Mi 212003528

109
アクチュアリー数学入門 第2版 (アクチュア
リー数学シリーズ:1)

黒田耕嗣, 斧田
浩二, 松山直樹

日本評論社 410.8||Ak||1 212003561

110 年金数理 (アクチュアリー数学シリーズ:3)
田中周二, 小野
正昭, 斧田浩二

日本評論社 410.8||Ak||3 212003327

111 函数論 復刊 (朝倉数学講座:6) 小松勇作著 朝倉書店 410.8||As||6 212003319
112 微分幾何学 復刊 (朝倉数学講座:8) 大槻富之助著 朝倉書店 410.8||As||8 212003320
113 確率と統計 復刊 (朝倉数学講座:9) 河田竜夫著 朝倉書店 410.8||As||9 212003321

114
Logic as algebra (The Dolciani mathematical 
expositions:no. 21)

Paul Halmos, 
Steven Givant

Mathematical 
Association of 
America

410.8||Do||21 212004426

115
Euler : the master of us all (The Dolciani 
mathematical expositions:no. 22)

William Dunham
Mathematical 
Association of 
America

410.8||Do||22 212004214

116
Voltaire's riddle : micromégas and measure of 
all things (The Dolciani mathematical 
expositions:no. 39)

Andrew J. 
Simoson

Mathematical 
Association of 
America

410.8||Do||39 212004424



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

117
Mathematics and sports : pbk. (The Dolciani 
mathematical expositions:no. 43)

edited by Joseph 
A. Gallian

Mathematical 
Association of 
America

410.8||Do||43 212004422

118
Icons of mathematics : an exploration of 
twenty key images (The Dolciani 
mathematical expositions:no. 45)

Claudi Alsina, 
Roger B. Nelsen

Mathematical 
Association of 
America

410.8||Do||45 212004423

119 非線形偏微分方程式 (現代基礎数学:21)
柴田良弘, 久保
隆徹著

朝倉書店 410.8||Ge||21 212003318

120 線形代数と正多面体 (現代基礎数学:4) 小林正典著 朝倉書店 410.8||Ge||4 212003317

121
Early days in complex dynamics : a history of 
complex dynamics in one variable during 
1906-1942 (History of mathematics:v. 38)

Daniel S. 
Alexander, Felice 
Iavernaro, 
Alessandro Rosa

American 
Mathematical 
Society/London 
Mathematical 
Society

410.8||Hi||38 212004419

122
Theory of algebraic functions of one variable 
: pbk (History of mathematics:v. 39)

Richard 
Dedekind, 
Heinrich 
Weber/translated 
and introduced 

American 
Mathematical 
Society

410.8||Hi||39 212004220

123
ラマヌジャンの遺した関数 (本格数学練習
帳:1)

D. フックス, S. タ
バチニコフ著/蟹
江幸博訳

岩波書店 410.8||Ho||1 212004086

124 現代代数学 復刊 (近代数学講座:1) 服部昭著 朝倉書店 410.8||Ki||1 212003537
125 現代代数学演習 復刊 (近代数学講座:演習 服部昭著 朝倉書店 410.8||Ki||1 212003542
126 計算論 復刊 (近代数学講座:10) 廣瀬健著 朝倉書店 410.8||Ki||10 212003325
127 実函数論演習 復刊 (近代数学講座:演習編2) 近藤基吉著 朝倉書店 410.8||Ki||2 212003543
128 常微分方程式論 復刊 (近代数学講座:3) 齋藤利弥著 朝倉書店 410.8||Ki||3 212003538

129
常微分方程式論演習 復刊 (近代数学講座:
演習編3)

齋藤利弥著 朝倉書店 410.8||Ki||3 212003544

130 偏微分方程式論 復刊 (近代数学講座:4) 南雲道夫著 朝倉書店 410.8||Ki||4 212003539
131 特殊函数演習 復刊 (近代数学講座:演習編4) 小松勇作著 朝倉書店 410.8||Ki||4 212003545
132 特殊函数 復刊 (近代数学講座:5) 小松勇作著 朝倉書店 410.8||Ki||5 212003540

133
位相幾何学演習 復刊 (近代数学講座:演習
編5)

河田敬義, 大口
邦雄著

朝倉書店 410.8||Ki||5 212003546

134 位相幾何学 復刊 (近代数学講座:6)
河田敬義, 大口
邦雄著

朝倉書店 410.8||Ki||6 212003541

135 函数解析演習 復刊 (近代数学講座:演習編6) 竹之内脩著 朝倉書店 410.8||Ki||6 212003547
136 函数解析 復刊 (近代数学講座:7) 竹之内脩著 朝倉書店 410.8||Ki||7 212003322

137
リーマン幾何学演習 復刊 (近代数学講座:演
習編7)

立花俊一著 朝倉書店 410.8||Ki||7 212003548

138 リーマン幾何学 復刊 (近代数学講座:8) 立花俊一著 朝倉書店 410.8||Ki||8 212003323
139 確率論演習 復刊 (近代数学講座:演習編8) 魚返正著 朝倉書店 410.8||Ki||8 212003549
140 確率論 復刊 (近代数学講座:9) 魚返正著 朝倉書店 410.8||Ki||9 212003324

141
Sink or float? : Thought problems in math 
and physics : [hard] (The Dolciani 
mathematical expositions:no. 33)

Keith Kendig
The 
Mathematical 
Association of 

410.8||Ma||33 212004425

142
基礎演習微分積分 (ライブラリ数理・情報系
の数学講義:別巻2)

金子晃, 竹尾富
貴子共著

サイエンス社 410.8||Ra||別2 212003463

143
数について 普及版 (「生涯学習」はじめから
の数学:1)

志賀浩二著 朝倉書店 410.8||Sh||1 212003348

144
式について 普及版 (「生涯学習」はじめから
の数学:2)

志賀浩二著 朝倉書店 410.8||Sh||2 212003349

145 関数について 普及版 (はじめからの数学:3) 志賀浩二著 朝倉書店 410.8||Sh||3 212003350

146
Computability theory : pbk (Student 
mathematical library:v. 62)

Rebecca Weber
American 
Mathematical 
Society

410.8||St||62 212003664

147
Harmonic analysis : from Fourier to wavelets 
: [pbk.] (Student mathematical library:v. 63.  
IAS/Park City mathematical subseries)

María Cristina 
Pereyra, Lesley 
A. Ward

American 
Mathematical 
Society/Institute 
for Advanced 
Study

410.8||St||63 212004421

148
Geometries : pbk (Student mathematical 
library:v. 64)

A.B. Sossinsky
American 
Mathematical 
Society

410.8||St||64 212004420

149 ラプラス変換 (数学のかんどころ:13) 國分雅敏著 共立出版 410.8||Su||13 212004132



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

150 背理法 (数学書房選書:2) 桂利行 [ほか] 著 数学書房 410.8||Su||2 212003656
151 実験・発見・数学体験 (数学書房選書:3) 小池正夫著 数学書房 410.8||Su||3 212003521

152 位相空間 (テキスト理系の数学:6)
神保秀一, 本多
尚文共著

数学書房 410.8||Te||6 212003522

153 ベーテ仮説と組合せ論 (開かれた数学:5) 国場敦夫著 朝倉書店 410.9||Ku 212003869

154
Principles and techniques of applied 
mathematics

Bernard Friedman
Dover 
Publications

410||Fr 212004567

155
トポロジカル・インデックス : フィボナッチ数か
らピタゴラスの三角形までをつなぐ新しい数

細矢治夫著 日本評論社 410||Ho 212004004

156 自由自在中学数学
松本尭生監修/
河野芳文 [ほか] 
編著

受験研究社 410||Ji 212003315

157 やさしい高校数学 (数I・A) 改訂版 きさらぎひろし著
学研教育出版/
学研マーケティン
グ (発売)

410||Ki 212003492

158
Elementary mathematics from an advanced 
standpoint, Arithmetic, algebra, analysis : pbk

Felix 
Klein/translated 
from the third 
German edition 
by E.R. Hedrick 
and C.A. Noble

Dover 
Publications

410||Kl 212004261

159 美しい数学問題集 國本景亀著
丸善プラネット/
丸善出版 (発売)

410||Ku 212004007

160 中学3年間の数学を8時間でやり直す本 間地秀三著 PHP研究所 410||Ma 212003452

161 もういちど読む数研の高校数学 第2巻
岡部恒治, 数研
出版編集部共著

数研出版 410||Mo||2 212003523

162
数、方程式とユークリッド幾何 : ガロア理論か
ら折り紙の数学まで

西田吾郎著
京都大学学術出
版会

410||Ni 212003651

163
もう一度中学数学 : 中学3年分の数学がこの
1冊でいっきにわかる

岡部恒治, 牛場
正則, 石田唯之

日本実業出版社 410||Ok 212003557

164 大人のためのとってもやさしい中学数学 佐藤寿之著 旺文社 410||Sa 212003484

165 数学事典 : カラー図解

Fritz Reinhardt, 
Heinrich Soeder
著/Gerd Falk図
作/浪川幸彦 [ほ
か] 訳

共立出版 410||Su 212003913

166 数学事典 : カラー図解

Fritz Reinhardt, 
Heinrich Soeder
著/Gerd Falk図
作/浪川幸彦 [ほ
か] 訳

共立出版 410||Su 212003696

167
つながる高校数学 : 見方をかえれば、高校数
学の全体像がわかる (Beret science)

何森仁, 伊藤潤
一,下町寿男著

ベレ出版 410||Ts 212003477

168 数学の視点 (Math stories) 上野健爾著 東京図書 410||Ue 212003551
169 Henri Poincaré : impatient genius Ferdinand Springer 410||Ve 212004333

170
忘れてしまった高校の数学を復習する本 カ
ラー版

柳谷晃著 中経出版 410||Ya 212003536

171
教科書以前の大学数学常識 : つまずき対策
講座

芳沢光雄著 講談社 410||Yo 212003506

172 きちんと復習すっきりわかる高校数学 依田賢著 成美堂出版 410||Yo 212003524
173 複素数と複素数平面 POD版 一松信著 森北出版 411.2||Hi 212003519

174

Emergence of the theory of Lie groups : an 
essay in the history of mathematics, 1869-
1926 : hbk. (Sources and studies in the 
history of mathematics and physical 

Thomas Hawkins Springer 411.68||Ha 212004547

175 ハミルトンと四元数 : 人・数の体系・応用 堀源一郎 [著] 海鳴社 411.72||Ho 212003486

176
ガロア偉大なる曖昧さの理論 (大数学者の数
学:8)

梅村浩著 現代数学社 411.73||Um 212003504

177
The theory of groups 2nd ed pbk. (Dover 
books on mathematics)

Hans J. 
Zassenhaus

Dover 
Publications

412.7||Za 212004564

178 Theory of continuous groups

Charles 
Loewner/notes 
by Harley 
Flanders and 
Murray H. Protter

Dover 
Publications

412||Lo 212003666



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

179
数列と級数がわかる : 読む数学 (Beret 
books. Beret mathematics)

瀬山士郎著 ベレ出版 413.2||Se 212003478

180 弱点克服大学生の微積分 江川博康著 東京図書 413.3||Eg 212003717
181 多変数の微分積分学 一松信著 現代数学社 413.3||Hi 212003503
182 意味がわかる微積分 一樂重雄著 日本評論社 413.3||Ic 212003560
183 微分積分学 (数学シリーズ) 難波誠著 裳華房 413.3||Na 212003314

184
Two-dimensional calculus : pbk (Dover books 
on mathematics)

Robert Osserman
Dover 
Publications

413.3||Os 212004558

185 Advanced calculus 2nd ed
by David V. 
Widder

Dover 
Publications

413.3||Wi 212004559

186 明解ゼータ関数とリーマン予想
ハロルド・M・エド
ワーズ著/鈴木治
郎訳

講談社 413.5||Ed 212003761

187 函数論 : リーマン面と等角写像 楠幸男著 朝倉書店 413.5||Ku 212003658

188
Special functions and their applications Rev. 
English ed

[by] N.N. 
Lebedev/translat
ed and edited by 
Richard A. 
Silverman

Dover 
Publications

413.5||Le 212004561

189
NIST handbook of mathematical functions : 
hbk

Frank W. J. Olver, 
editor-in-chief 
and mathematics 
editor/Daniel W. 
Lozier, general 
editor/Ronald F. 
Boisvert, 
information 
technology 
editor/Charles W. 
Clark, physical 
sciences editor

Cambridge 
University Press

413.5||Ni 212003782

190 The laplace transform : pbk
David Vernon 
Widder

Dover 413.5||Wi 212004560

191
The Cauchy-Schwarz master class : an 
introduction to the art of mathematical 
inequalities : pbk (MAA problem books series)

J. Michael Steele
Cambridge 
University Press

413.51||St 212004260

192 入門複素解析15章 熊原啓作著 日本評論社 413.52||Ku 212003438

193 常微分方程式の数値解法 2: 発展編

E. ハイラー, S.P. 
ネルセット, G. 
ヴァンナー著/三
井斌友監訳

丸善 413.62||Ha||2 212003466

194
Partial differential equations : an introduction 
2nd. ed

Walter A. Strauss
John Wiley & 
Sons

413.63||St 212004084

195
Invitation to classical analysis (The Sally 
series. Pure and applied undergraduate 
texts:17)

Peter Duren
American 
Mathematical 
Society

413||Du 212004263

196
リーマン予想天才たちの150年の闘い : 素数
の魔力に囚われた人々 販売専用 (NHK 

 
NHKエンタープラ
イズ (発行・販売)

413||DVD||1633 212003737

197
確率と統計 第8版 (技術者のための高等数
学:7)

E.クライツィグ著/
田栗正章訳

培風館 413||Kr 212003661

198 変化をとらえる (Math stories) 高橋陽一郎著 東京図書 413||Ta 212003553

199
コンパスと定規の数学 : 手で考える幾何学の
世界 (アルケミスト双書)

アンドルー・サット
ン著/渡辺滋人訳

創元社 414.12||Su 212003530

200 解析幾何学入門 : 直線と平面から2次曲面へ 関沢正躬著 日本評論社 414.5||Se 212003591

201
幾何学いろいろ : 距離と合同からはじめる大
学幾何学入門

井ノ口順一著 日本評論社 414||In 212003562

202 どこにでも居る幾何 : アサガオから宇宙まで 井ノ口順一著 日本評論社 414||In 212003593

203
Elementary mathematics from an advanced 
standpoint : geometry : pbk

Felix 
Klein/translated 
from the third 
German edition 
by E.R. Hedrick 
and C.A. Noble

Dover 
Publications

414||Kl 212004262

204
折り紙のすうり : リンケージ・折り紙・多面体
の数学

ジョセフ・オルーク
著/上原隆平訳

近代科学社 414||Or 212004008



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

205 多面体と宇宙の謎に迫った幾何学者
シュボーン・ロ
バーツ著/糸川洋
訳

日経BP社/日経
BP出版センター 
(発売)

414||Ro 212003326

206 測る (Math stories) 上野健爾著 東京図書 414||Ue 212003552
207 トポロジーへの招待 寺澤順著 日本評論社 415.7||Te 212003558

208
ポアンカレ予想100年の格闘 : 数学者はキノ
コ狩りの夢を見る 販売専用 (NHK DVD)

 
NHKエンタープラ
イズ (発行・販売)

415||DVD||1632 212003736

209
確率モデル要論 : 確率論の基礎からマルコ
フ連鎖へ (数理情報科学シリーズ:25)

尾畑伸明著
牧野書店/星雲
社 (発売)

417.1||Ob 212003910

210 Rで学ぶベイズ統計学入門

J. アルバート著/
石田基広, 石田
和枝訳 : シュプリ
ンガー・ジャパン
株式会社編

丸善出版 417||Al 212003712

211 講義 : 確率・統計 第2版 穴太克則著 学術図書出版社 417||An 212003406
212 はじめての統計15講 小寺平治著 講談社 417||Ko 212003613
213 確率・統計入門 小針晛宏著 岩波書店 417||Ko 212003332

214 Rによるモンテカルロ法入門

C.P.ロバート, G.カ
セーラ著/石田基
広, 石田和枝訳/
シュプリンガー・
ジャパン株式会
社編

丸善出版 417||Ro 212003697

215 回帰分析入門 : Rで学ぶ最新データ解析 豊田秀樹編著 東京図書 417||To 212003434
216 ベイズ統計の理論と方法 渡辺澄夫著 コロナ社 417||Wa 212003366

217
数値解析 第8版 (技術者のための高等数
学:5)

E.クライツィグ著/
田村義保訳

培風館 418.1||Kr 212003564

218
江戸の天才数学者 : 世界を驚かせた和算家
たち (新潮選書)

鳴海風著 新潮社 419.1||Na 212004551

219 物理学大事典 普及版
鈴木増雄, 荒船
次郎, 和達三樹

朝倉書店 420.36||Bu 212003333

220
熱力学および統計物理入門 上 (物理学叢
書:81, 82)

H.B. キャレン著/
小田垣孝訳

吉岡書店 420.8||Bu||81 212003733

221
熱力学および統計物理入門 下 (物理学叢
書:81, 82)

H.B. キャレン著/
小田垣孝訳

吉岡書店 420.8||Bu||82 212003732

222
古典物理学 1: 新装版 (現代物理学の基
礎:1-2)

豊田利幸 [ほか] 
著

岩波書店 420.8||Ge||1 212003295

223 素粒子論 : 新装版 (現代物理学の基礎:10)
湯川秀樹 [ほか] 
著

岩波書店 420.8||Ge||10 212003301

224 宇宙物理学 : 新装版 (現代物理学の基礎:11)
林忠四郎 [ほか] 
著

岩波書店 420.8||Ge||11 212003302

225
古典物理学 2: 新装版 (現代物理学の基
礎:1-2)

豊田利幸 [ほか] 
著

岩波書店 420.8||Ge||2 212003296

226
物質の構造と性質 : 新装版 (現代物理学の
基礎:6. 物性:1)

松田博嗣 [ほか] 
著

岩波書店 420.8||Ge||6 212003297

227
素励起の物理 : 新装版 (現代物理学の基
礎:7. 物性:2)

中嶋貞雄, 豊沢
豊, 阿部龍蔵著

岩波書店 420.8||Ge||7 212003298

228 生命の物理 : 新装版 (現代物理学の基礎:8)
大沢文夫 [ほか] 
著

岩波書店 420.8||Ge||8 212003299

229 原子核論 : 新装版 (現代物理学の基礎:9)
高木修二, 丸森
寿夫, 河合光路

岩波書店 420.8||Ge||9 212003300

230
摩擦の物理 (岩波講座物理の世界. 物質科
学の発展:2)

松川宏著 岩波書店 420.8||Iw||2 212003339

231 素粒子物理学 (KEK物理学シリーズ:1)
堺井義秀, 山田
憲和, 野尻美保

共立出版 420.8||Ke||1 212003693

232
物質の基本構成要素 (V-toneビデオライブラ
リー. 21世紀の物理学:第1巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1670 212004503

233
基本相互作用 (V-toneビデオライブラリー. 21
世紀の物理学:第2巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1671 212004504

234
重力 (V-toneビデオライブラリー. 21世紀の物
理学:第3巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1672 212004505

235
弦理論と多次元 (V-toneビデオライブラリー. 
21世紀の物理学:第4巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1673 212004506

236
量子の世界 (V-toneビデオライブラリー. 21世
紀の物理学:第5巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1674 212004507



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

237
巨視的量子力学 (V-toneビデオライブラリー. 
21世紀の物理学:第6巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1675 212004508

238
光を操作する (V-toneビデオライブラリー. 21
世紀の物理学:第7巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1676 212004509

239
量子物質における創発現象 (V-toneビデオラ
イブラリー. 21世紀の物理学:第8巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1677 212004510

240
生物物理学 (V-toneビデオライブラリー. 21世
紀の物理学:第9巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1678 212004511

241
ダークマター (V-toneビデオライブラリー. 21
世紀の物理学:第10巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1679 212004512

242
ダークエネルギー (V-toneビデオライブラ
リー. 21世紀の物理学:第11巻)

 新宿スタジオ 420||DVD||1680 212004513

243
教室からとびだせ物理 : 物理オリンピックの
問題と解答

江沢洋, 上条隆
志, 東京物理サー
クル編著

数学書房 420||Ky 212003655

244
原子理論の社会史 : ゾンマーフェルトとその
学派を巡って

ミヒャエル・エッケ
ルト [著]/金子昌
嗣訳

海鳴社 421.02||Ec 212003285

245
Practical quantum mechanics (Classics in 
mathematics)

Siegfried Flügge Springer-Verlag 421.3||Fl 212004215

246 直観でわかるシュレーディンガー方程式 岸野正剛著 丸善出版 421.3||Ki 212004010

247 角運動量の基礎理論
M.E.ローズ [著]/
山内恭彦, 森田
正人訳

みすず書房 421.3||Ro 212003283

248 Fundamental formulas of physics v. 1
edited by Donald 
H. Menzel

Dover 
Publications

421||Fu||1 212004563

249
Non-equilibrium soft matter physics (Series 
in soft condensed matter:v. 4)

editors, Shigeyuki 
Komura, Takao 
Ohta

World Scientific 421||No 212004418

250 Theoretical kinematics
O. Bottema, B. 
Roth

Dover 
Publications

423.1||Bo 212004557

251
Development of the theory in the case of the 
heavy symmetric top : hbk (The theory of the 
top:v. 2)

Felix Klein, Arnold 
Sommerfeld/Ray
mond J. Nagem, 
Guido Sandri, 
translators

Birkhä
user/Springer

423.1||Kl||2 212003665

252
乱流の計算科学 : 乱流解明のツールとして
の大規模数値シミュレーション (計算科学講
座:5 ; 第2部. 計算科学の展開)

金田行雄編 共立出版 423.84||Ra 212004013

253
グラフィック講義力学の基礎 (ライブラリ物理
学グラフィック講義:2)

和田純夫著 サイエンス社 423||Wa 212003367

254 光波工学の基礎
井筒雅之著/電
子情報通信学会

電子情報通信学
会

425.4||Iz 212003703

255 熱輻射実験と量子概念の誕生 小長谷大介著
北海道大学出版
会

426.3||Ko 212003727

256 熱・統計力学 (朝倉物理学選書:4) 岡部豊著 朝倉書店 426.56||Ok 212003550
257 ベーシック電磁気学 河辺哲次著 裳華房 427||Ka 212003420
258 電磁気学の意味と考え方 岡部洋一著 講談社 427||Ok 212003589

259
エッセンシャル電磁気学 : エネルギーで理解
する

田口俊弘, 井上
雅彦共著

森北出版 427||Ta 212004022

260
グラフィック講義電磁気学の基礎 (ライブラリ
物理学グラフィック講義:3)

和田純夫著 サイエンス社 427||Wa 212003368

261
電気磁気学の基礎 (電気・電子工学ライブラ
リ:UKE-A2)

湯本雅恵著
数理工学社/サ
イエンス社 (発

427||Yu 212004005

262 分子間力物語 (バウンダリー叢書) 岡村和夫 [著] 海鳴社 428.1||Ok 212003288

263
よくわかるヒッグス粒子 (図解雑学 : 絵と文章
でわかりやすい!)

広瀬立成著 ナツメ社 429.6||Hi 212003695

264

Biosynthesis : aromatic polyketides, 
isoprenoids, alkaloids (Topics in current 
chemistry:209. Fortschritte der chemischen 
Forschung)

volume editors, 
Finian J. Leeper, 
John C. 
Vederas/with 
contributions by 
R. Croteau ... [et 

Springer 430.8||To||209 212004546

265
Bioluminescence : chemical principles and 
methods Rev. ed

Osamu 
Shimomura

World Scientific 431.54||Sh 212004106



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

266
ラジカル重合・カチオン重合・アニオン重合 
(高分子の合成:上)

遠藤剛編/澤本
光男 [ほか] 著

講談社 431.9||Ko||1 212003585

267
開環重合・重縮合・配位重合 (高分子の合成:
下)

遠藤剛編著/須
藤篤 [ほか] 著

講談社 431.9||Ko||2 212003586

268
Basic concepts and polymer properties 
(Polymer science : a comprehensive 
reference:1)

volume editors, 
A.R. Khokhlov, F. 
Kremer

Elsevier 431.9||Po||1 212003770

269
Polymers for a sustainable environment and 
green energy (Polymer science : a 
comprehensive reference:10)

volume editors, 
J.E. McGrath, 
M.A. Hickner, R. 

Elsevier 431.9||Po||10 212003779

270
Polymer characterization (Polymer science : 
a comprehensive reference:2)

volume editors, T. 
Hashimoto, H.W. 
Spiess, M. 
Takenaka

Elsevier 431.9||Po||2 212003771

271
Chain polymerization of vinyl monomers 
(Polymer science : a comprehensive 
reference:3)

volume editors, 
G.W. Coates, M. 
Sawamoto

Elsevier 431.9||Po||3 212003772

272
Ring-opening polymerization and special 
polymerization processes (Polymer science : 
a comprehensive reference:4)

volume editors, S. 
Penczek, R. 
Grubbs

Elsevier 431.9||Po||4 212003773

273
Polycondensation (Polymer science : a 
comprehensive reference:5)

volume editors, 
H.-W. Schmidt, M. 
Ueda

Elsevier 431.9||Po||5 212003774

274
Macromolecular architectures and soft nano-
objects (Polymer science : a comprehensive 
reference:6)

volume editors, 
A.H.E. Müller, K.L. 
Wooley

Elsevier 431.9||Po||6 212003775

275
Nanostructured polymer materials and thin 
films (Polymer science : a comprehensive 
reference:7)

volume editors, E. 
Kumacheva, T.P. 
Russell

Elsevier 431.9||Po||7 212003776

276
Polymers for advanced functional materials 
(Polymer science : a comprehensive 
reference:8)

volume editors, K. 
Müllen, C.K. Ober

Elsevier 431.9||Po||8 212003777

277
Polymers in biology and medicine (Polymer 
science : a comprehensive reference:9)

volume editors, 
D.A. Tirrell, R. 
Langer

Elsevier 431.9||Po||9 212003778

278 分析化学用語辞典
日本分析化学会
編

オーム社 433.033||Bu 212003575

279 分析化学データブック 改訂5版
日本分析化学会
編

丸善 433.036||Bu 212003493

280
よくある質問NMRの基本 (よくある質問シリー
ズ)

竹内敬人, 加藤
敏代著/講談社
サイエンティフィク

講談社 433.57||Ta 212003588

281
Inorganic mass spectrometry : principles and 
applications

Johanna Sabine 
Becker

John Wiley & 
Sons

433||Be 212004330

282
表面分析 (分析化学実技シリーズ:応用分析
編 ; 1)

石田英之 [ほか] 
著/日本分析化
学会編

共立出版 433||Bu||1 212003499

283
表面分析 (分析化学実技シリーズ:応用分析
編 ; 1)

石田英之 [ほか] 
著/日本分析化
学会編

共立出版 433||Bu||1 212003360

284
電気化学分析 (分析化学実技シリーズ:機器
分析編 ; 12)

木原壯林, 加納
健司著/日本分
析化学会編

共立出版 433||Bu||12 212003698

285
環境分析 (分析化学実技シリーズ:応用分析
編 ; 6)

角田欣一 [ほか] 
著/日本分析化
学会編

共立出版 433||Bu||6 212003361

286 Principles of instrumental analysis 6th ed
Douglas A. Skoog, 
F. James Holler, 
Stanley R. 

Thomson 
Brooks/Cole

433||Sk 212004082

287 若手研究者のための有機合成ラボガイド
山岸敬道, 山口
素夫, 佐藤潔著

講談社 434||Ya 212003583

288
Iron oxides in the laboratory : preparation 
and characterization 2nd, completely rev. and 
extended ed

U. Schwertmann, 
R.M. Cornell

Wiley-VCH 436.81||Sc 212004105



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

289
研究室で役立つ有機化学反応の実験テク
ニック : 実験の基本から不活性ガス下での反
応操作まで

J.Leonard, 
B.Lygo, G.Procter 
[著]/田川義展訳

丸善出版 437.075||Le 212003713

290 若手研究者のための有機実験ラボガイド
山岸敬道, 佐藤
潔著

講談社 437.075||Ya 212003584

291 Organic chemistry 8th ed International ed John McMurry Brooks/Cole 437||Mc 212004331

292
宇宙のはじまり 第2版 (シリーズ現代の天文
学:2. 宇宙論:1)

佐藤勝彦, 二間
瀬敏史編

日本評論社 440||Sh||2 212003559

293 天文学辞典 (シリーズ現代の天文学:別巻)
岡村定矩代表編
者

日本評論社 440||Sh||別 212003592

294 ラプラスの天体力学論 1
ピエール=シモン・
ラプラス著/竹下
貞雄訳

大学教育出版 441||La||1 212003715

295 ラプラスの天体力学論 2
ピエール=シモン・
ラプラス著/竹下
貞雄訳

大学教育出版 441||La||2 212003716

296

The Hill-Brown theory of the Moon's motion : 
its coming-to-be and short-lived ascendancy 
(1877-1984) (Sources and studies in the 
history of mathematics and physical 

Curtis Wilson Springer 441||Wi 212004548

297
目からウロコの宇宙論入門 (Minerva text S. 
library:1)

福江純著 ミネルヴァ書房 443.9||Fu 212004021

298
ArcGIS Desktop逆引きガイド : バージョン10
対応

ESRIジャパン株
式会社著

ESRIジャパン 448.9||Ar 212003945

299 雪の結晶図鑑
菊地勝弘, 梶川
正弘著

北海道新聞社 451.66||Ki 212003347

300 「地球温暖化」神話 : 終わりの始まり 渡辺正著 丸善出版 451.85||Wa 212003494
301 Ocean  DK Pub. 452||Oc 212004025

302
地震列島と原発 : 首都直下、東海、東南海、
南海地震に備える (NEWTONムック) (ニュート
ン別冊)

 ニュートンプレス 453.21||Ji 212003475

303 歴史地震の話 : 語り継がれた南海地震 都司嘉宣著
高知新聞社/高
知新聞企業(発

453.218||Ts 212003459

304 三連動地震迫る : 東海・東南海・南海 木股文昭著 中日新聞社 453||Ki 212003473

305
日本の地形・地質 : 見てみたい大地の風景
116 (列島自然めぐり)

北中康文写真/
斎藤眞, 下司信
夫, 渡辺真人解

文一総合出版 454.91||Ni 212003439

306
微化石 : 顕微鏡で見るプランクトン化石の世
界 (国立科学博物館叢書:13)

谷村好洋, 辻彰
洋編著

東海大学出版会 457||Bi 212004012

307 Introduction to crystallography Donald E. Sands Dover 459.9||Sa 212004562

308 地球博物学大図鑑

デイヴィッド・バー
ニー顧問編集/西
尾香苗, 増田まも
る, 田中稔久訳

東京書籍 460.38||Ch 212003340

309

初めてでもできる共焦点顕微鏡活用プロト
コール : 観察の基本からサンプル調製法,学
会・論文発表のための画像処理まで (実験医
学:別冊. 注目のバイオ実験シリーズ)

高田邦昭編 羊土社 460.75||Ha 212003578

310
顕微鏡活用なるほどQ&A : 意外に知らない
基礎知識+一歩進んだ観察のコツもつかめる!

宮戸健二, 岡部
勝編

羊土社 460.75||Ke 212003925

311 文系のための生命科学 第2版
東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

羊土社 460||Bu 212003604

312 文系のための生命科学 第2版
東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

羊土社 460||Bu 212003605

313 ケイン基礎生物学

Michael L.Cain, 
Carol Kaesuk 
Yoon, Anu Singh-
Cundy [著]/野口
朋子, 上村真理
子訳

東京化学同人 460||Ca 212003705
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314 ケイン基礎生物学

Michael L.Cain, 
Carol Kaesuk 
Yoon, Anu Singh-
Cundy [著]/野口
朋子, 上村真理
子訳

東京化学同人 460||Ca 212003706

315
理系総合のための生命科学 : 分子・細胞・個
体から知る"生命"のしくみ 第2版

東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

羊土社 460||Ri 212003602

316
理系総合のための生命科学 : 分子・細胞・個
体から知る"生命"のしくみ 第2版

東京大学生命科
学教科書編集委
員会編

羊土社 460||Ri 212003603

317 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第2版 和田勝著 羊土社 460||Wa 212003607
318 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第2版 和田勝著 羊土社 460||Wa 212003608

319 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 212003404

320

目的別で選べる細胞培養プロトコール : 培養
操作に磨きをかける! : 基本の細胞株・ES・
iPS細胞の知っておくべき性質から品質検査
まで (実験医学:別冊)

中村幸夫編集 羊土社 463.5||Mo 212003919

321

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 212003581

322
分子生物学超図解ノート : 重要ワードで一気
にわかる 改訂版

田村隆明著 羊土社 464.1||Ta 212003606

323
バイオ実験法&必須データポケットマニュアル 
: ラボですぐに使える基本操作といつでも役
立つ重要データ

田村隆明著 羊土社 464.1||Ta 212003609

324
電気泳動なるほどQ&A : そこが知りたい! 改
訂版

大藤道衛編集 羊土社 464.2||De 212003923

325
目的別で選べるタンパク質発現プロトコール : 
発現系の選択から精製までの原理と操作 
(実験医学:別冊)

永田恭介, 奥脇
暢編集

羊土社 464.2||Mo 212003922

326
Protein NMR spectroscopy : practical 
techniques and applications

edited by Lu-Yun 
Lian, Gordon 
Roberts

John wiley & 
sons

464.2||Pr 212004085

327
タンパク質実験ハンドブック : 取り扱いの基礎
から機能解析まで完全網羅! 改訂 (実験医学:
別冊)

竹縄忠臣, 伊藤
俊樹編集

羊土社 464.2||Ta 212003580

328
タンパク質の立体構造入門 : 基礎から構造
バイオインフォマティクスへ

藤博幸編 講談社 464.2||Ta 212003599

329
タンパク質研究なるほどQ&A : ポイントが身
につく基礎知識+失敗のなぜと成功のコツ!

戸田年総, 平野
久, 中村和行編

羊土社 464.2||Ta 212003928

330

目的別で選べる核酸実験の原理とプロトコー
ル : 分離・精製からコンストラクト作製まで,効
率を上げる条件設定の考え方と実験操作が
必ずわかる (実験医学:別冊)

平尾一郎, 胡桃
坂仁志編

羊土社 464.27||Mo 212003920

331 生命科学のための物理化学
Peter Atkins, 
Julio de Paula著/
稲葉章, 中川敦

東京化学同人 464||At 212003650

332 基礎ケミカルバイオロジー
杉山弘, 板東俊
和著

化学同人 464||Su 212003870

333
Brock biology of microorganisms 13th ed : 
global ed

Michael T. 
Madigan ... [et al.]

Pearson 
Education

465||Br 212003667

334
目的別で選べるPCR実験プロトコール : 失敗
しないための実験操作と条件設定のコツ (実
験医学:別冊)

佐々木博己編著
/青柳一彦, 河府
和義著

羊土社 467.2||Sa 212003921

335

エピジェネティクス実験プロトコール : DNAメ
チル化とヒストン修飾を網羅的・領域特異的, 
定量的に解析する実験手法のすべて (実験
医学:別冊. 注目のバイオ実験シリーズ)

牛島俊和, 眞貝
洋一編

羊土社 467.21||Ep 212003579

336
PCR実験なるほどQ&A : 必ず増やす条件設
定とコツ+様々な実験への活用法

谷口武利編集 羊土社 467.21||Pc 212003924
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337
遺伝子導入なるほどQ&A : 実験のコツがつ
かめる基礎知識+siRNA・タンパク質の導入も

落谷孝広, 青木
一教編集

羊土社 467.25||Id 212003929

338

目的別で選べる遺伝子導入プロトコール : 発
現解析とRNAi実験がこの1冊で自由自在!最
高水準の結果を出すための実験テクニック 
(実験医学:別冊)

仲嶋一範, 北村
義浩, 武内恒成
編集

羊土社 467.25||Mo 212003918

339 バイオ実験トラブル解決超基本Q&A 大藤道衛著 羊土社 467.25||Ot 212003931

340
バイオ実験超基本Q&A : 意外に知らない、い
まさら聞けない 改訂版

大藤道衛著 羊土社 467.25||Ot 212003932

341
RNAi実験なるほどQ&A : 知っておきたい原理
の基本+効果が高く特異的なRNAiのコツ!

程久美子, 北條
浩彦編集

羊土社 467.25||Rn 212003927

342

バイオデータベースとウェブツールの手とり足
とり活用法 : 遺伝子の配列・機能解析, タンパ
ク質解析, プロテオミクス, 文献検索, 検索エ
ンジン...etc. 真に役立つサイトを使い倒す! 改
訂第2版

中村保一 [ほか] 
編集

羊土社 467.3||Ba 212003610

343
日本の海はなぜ豊かなのか (岩波科学ライブ
ラリー:188)

北里洋著 岩波書店 468.8||Ki 212003496

344 海から生まれた毒と薬
Anthony T.Tu, 比
嘉辰雄共著

丸善出版 468.8||Tu 212003391

345 海から生まれた毒と薬
Anthony T.Tu, 比
嘉辰雄共著

丸善出版 468.8||Tu 212003392

346 生態学入門 第2版 日本生態学会編 東京化学同人 468||Se 212003707

347 世界きのこ大図鑑 : 原色・原寸
ピーター・ロバー
ツ, シェリー・エ
ヴァンズ著/斉藤

東洋書林 474.85||Ro 212004107

348
海藻 : 日本で見られる388種の生態写真+お
しばの標本 (ネイチャーウォッチングガイド
ブック)

野田三千代海藻
おしば/阿部秀樹
写真

誠文堂新光社 474||Ka 212003525

349 GraphPad Prism 5による生物統計学入門 平松正行著 カットシステム 490.19||Hi 212003638

350
マウス・ラットなるほどQ&A : 実は知らない基
礎知識+取り扱いのコツがつかめる!

中釜斉, 北田一
博, 城石俊彦編

羊土社 490.769||Ma 212003926

351
カラー人体解剖学 : 構造と機能 : ミクロから
マクロまで

F.H.マティーニ, 
M.J.ティモンズ, 
M.P.マッキンリ著

西村書店 491.1||Ma 212003884

352
カラー人体解剖学 : 構造と機能 : ミクロから
マクロまで

F.H.マティーニ, 
M.J.ティモンズ, 
M.P.マッキンリ著

西村書店 491.1||Ma 212003885

353
細胞培養なるほどQ&A : 意外と知らない基礎
知識+とっさに役立つテクニック

許南浩編集/日
本組織培養学会, 
JCRB細胞バンク
協力

羊土社 491.11||Sa 212003930

354
Fixing my gaze : a scientist's journey into 
seeing in three dimensions : pbk

Susan R. Barry Basic Books 491.374||Ba 212004264

355
Fixing my gaze : a scientist's journey into 
seeing in three dimensions : pbk

Susan R. Barry Basic Books 491.374||Ba 212004265

356 社会のなかに潜む毒物 (科学のとびら:51) Anthony T.Tu編 東京化学同人 491.59||Sh 212003377
357 社会のなかに潜む毒物 (科学のとびら:51) Anthony T.Tu編 東京化学同人 491.59||Sh 212003378
358 社会のなかに潜む毒物 (科学のとびら:51) Anthony T.Tu編 東京化学同人 491.59||Sh 212003379
359 ニュースになった毒 (科学のとびら:50) Anthony T.Tu著 東京化学同人 491.59||Tu 212003376

360
糖尿病と運動 : 糖尿病患者のスポーツ活動
ガイドライン

シェリ・コルバー
グ著/佐藤祐造監

大修館書店 493.123||Co 212003882

361
思考活動の障害とロールシャッハ法 : 理論・
研究・鑑別診断の実際

ジェームズ・H・ク
レーガー著/吉村
聡, 小嶋嘉子ほ
か訳

創元社 493.72||Kl 212004111

362
うつを克服するための行動活性化練習帳 : 
認知行動療法の新しい技法

マイケル・E・ア
ディス, クリスト
ファー・R・マーテ
ル著/うつの行動
活性化療法研究

創元社 493.764||Ad 212003422

363
Foundations of cyclopean perception 1st MIT 
 Press ed

Bela Julesz MIT Press 496.4||Ju 212004083

364 生体と電磁波
坂部貢, 羽根邦
夫, 宮田幹夫著

丸善出版 498.4||Sa 212003711



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

365 EU野菜事情 : ホウレンソウを中心に 三井和子著 海鳴社 498.54||Mi 212003491
366 EU野菜事情 : ホウレンソウを中心に 三井和子著 海鳴社 498.54||Mi 212004128

367 基礎栄養学 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)
木戸康博, 中坊
幸弘編

講談社 498.55||Ki 212003601

368
災害時のこころのケア : サイコロジカル・
ファーストエイド実施の手引き

アメリカ国立子ど
もトラウマティック
ストレス・ネット
ワーク, アメリカ国
立PTSDセンター
著/兵庫県こころ
のケアセンター訳

医学書院 498.89||Sa 212003611

369 詐病と精神鑑定 西山詮著 東京大学出版会 498.99||Ni 212003718

370 空間音響学 (音響サイエンスシリーズ:2)

飯田一博, 森本
政之編著/福留
公利, 三好正人, 
宇佐川毅共著

コロナ社 501.24||Ku 212003462

371 マンガでわかる材料力学

末益博志, 長嶋
利夫著/円茂竹
縄作画/オフィス
sawa制作

オーム社 501.32||Su 212003346

372 例題で学ぶはじめての塑性力学
日本塑性加工学
会編

森北出版 501.33||Re 212003517

373
カーボンナノチューブ・グラフェン (最先端材
料システムOne Point:1)

高分子学会編集 共立出版 501.48||Ka 212004017

374
環境調和型複合材料 : 開発から応用まで 普
及版 (CMCテクニカルライブラリー:390. 新素
材・新材料シリーズ)

藤井透 [ほか] 監
修

シーエムシー出
版

501.49||Ka 212003646

375 地域主導のエネルギー革命 倉阪秀史編著 本の泉社 501.6||Ch 212003390

376 国民のためのエネルギー原論
植田和弘, 梶山
恵司編著

日本経済新聞出
版社

501.6||Ko 212003886

377 探求 : エネルギーの世紀 上
ダニエル・ヤーギ
ン著/伏見威蕃訳

日本経済新聞出
版社

501.6||Ye||1 212003344

378 探求 : エネルギーの世紀 下
ダニエル・ヤーギ
ン著/伏見威蕃訳

日本経済新聞出
版社

501.6||Ye||2 212003345

379
環境測定 2012 2:水質 (JISハンドブック:10, 
52, 52-1, 52-2, 53)

日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'12 212003720

380
総力特集BIMで建築が変わる! (建設ITガイ
ド:2012)

 経済調査会 510.95||Ke||'12 212003502

381 液状化の脅威 (叢書震災と社会) 濱田政則著 岩波書店 511.3||Ha 212003767
382 地盤工学 第2版 澤孝平編著 森北出版 511.3||Ji 212003483

383
地震時における地盤災害の課題と対策 : 
2011年東日本大震災の教訓と提言 : 第二次

 

地盤工学会平成
23年度学会提言
の検証と評価に
関する委員会

511.3||Ji 212004555

384
地震と豪雨・洪水による地盤災害を防ぐため
に : 地盤工学からの提言 : 地盤災害を防ぐた
めの地盤工学・技術

 
地盤工学会2007
年度会長特別委
員会

511.3||Ji 212004556

385 シールド工法 (地盤工学・実務シリーズ:29)
地盤工学会シー
ルド工法編集委
員会編集

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ji||29 212003647

386 シールド工法 (地盤工学・実務シリーズ:29)
地盤工学会シー
ルド工法編集委
員会編集

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ji||29 212003648

387 土の締固め (地盤工学・実務シリーズ:30)
地盤工学会土の
締固め編集委員
会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ji||30 212003465

388
高流動コンクリートの配合設計・施工指針 
2012年版 (コンクリート・ライブラリー:136)

土木学会コンク
リート委員会高流
動コンクリート指
針改定小委員会

土木学会/丸善 
(発売)

511.7||Ko||136 212004213

389
山留めの創意工夫となるほど納得Q&A : すぐ
に役立つ工夫技術と今さら聞けない素朴な疑
問

地盤工学会山留
めの創意工夫と
なるほど納得
Q&A編集委員会

地盤工学会/丸
善株式会社出版
事業部 (発売)

513.3||Ya 212003281



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

390 交通調査実務の手引
交通工学研究会
交通技術研究小
委員会編著

交通工学研究会
/丸善 (発売)

514.11||Ko 212003701

391 交差点改良のキーポイント 改訂  
交通工学研究会
/丸善出版事業
部 (発売)

514.13||Ko 212003702

392 ダム下流生態系 (ダムと環境の科学:1) 池淵周一編著
京都大学学術出
版会

517.7||Da||1 212003642

393
ダム湖生態系と流域環境保全 (ダムと環境の
科学:2)

大森浩二, 一柳
英隆編著

京都大学学術出
版会

517.7||Da||2 212003700

394
ダムは本当に不要なのか : 国家百年の計か
らみた真実

竹林征三著

ナノオプトニク
ス・エナジー出版
局/近代科学社 
(発売)

517.7||Ta 212003474

395 森と海をむすぶ川 : 沿岸域再生のために
京都大学フィール
ド科学教育研究
センター編

京都大学学術出
版会

517||Mo 212003641

396 水危機ほんとうの話 (新潮選書) 沖大幹著 新潮社 517||Ok 212003343
397 都市・地域水代謝システムの歴史と技術 丹保憲仁著 鹿島出版会 518.1||Ta 212003699
398 大災害と復旧・復興計画 (叢書震災と社会) 越澤明著 岩波書店 518.8||Ko 212003764
399 安全・安心のまちづくり (まちづくり教科書:第7 日本建築学会編 丸善 518.8||Ma||7 212003481
400 景観まちづくり (まちづくり教科書:第8巻) 日本建築学会編 丸善 518.8||Ma||8 212003480

401 よくわかる都市計画法 改訂版
都市計画法制研
究会編著

ぎょうせい 518.8||Yo 212003640

402
Supercritical solvents (Handbook of green 
chemistry:v. 4. Green solvents)

edited by Walter 
Leitner and Philip 
Jessop

Wiley-VCH 519.08||Ha||4 212003668

403
Reactions in water (Handbook of green 
chemistry:v. 5. Green solvents)

edited by Chao-
Jun Li

Wiley-VCH 519.08||Ha||5 212003669

404
Ionic liquids (Handbook of green chemistry:v. 
6. Green solvents)

edited by Peter 
Wasserscheid and 
Annegret Stark

Wiley-VCH 519.08||Ha||6 212003670

405
環境影響評価 : その意義と課題 (環境法政
策学会誌:第14号)

環境法政策学会
編

商事法務 519.15||Ka 212003511

406 海の放射能汚染 湯浅一郎著 緑風出版 519.4||Yu 212003331

407
生物多様性というロジック : 環境法の静かな
革命

及川敬貴著 勁草書房 519.8||Oi 212003458

408
震災後の自然とどうつきあうか (叢書震災と
社会)

鷲谷いづみ著 岩波書店 519.81||Wa 212003768

409 いのちと汚染と重金属 渡邉泉著 本の泉社 519||Wa 212003568

410
現代地球環境論 : 持続可能な社会をめざし
て

和田武, 小堀洋
美著

創元社 519||Wa 212003372

411
Environmental science : toward a sustainable 
future 11th ed : student ed

Richard T. Wright, 
Dorothy F. 

Pearson 
Benjamin 

519||Wr 212004081

412
建築物・様式ビジュアルハンドブック : 建築
史・建築デザインの潮流が分かる!

戸谷英世, 竹山
清明著

エクスナレッジ 520.2||To 212003455

413 集落の教え100 第6刷 原広司著 彰国社 520.4||Ha 212003515

414 写真で学ぶ建築基準法
深滝准一, 建築
知識編集部著

エクスナレッジ 520.91||Sh 212003570

415 近代建築再見 改訂版
山口廣, 日大山
口研究室文/宮
本和義写真

エクスナレッジ 523.1||Ki 212003572

416 日本近代建築大全 西日本篇
米山勇監修/伊
藤隆之撮影

講談社 523.1||Ni 212003590

417 建築材料を学ぶ : その選択から施工まで
谷川恭雄 [ほか]
共著

理工図書 524.2||Ke 212003330

418 実務に役立つ耐震設計入門

土木学会地震工
学委員会地震防
災技術普及小委
員会編

土木学会/丸善 
(発売)

524.91||Ji 212003708

419 「いい建築」をつくる構造設計のエッセンス 深澤義和著 彰国社 524||Fu 212003514

420
建築デザインの基礎 : 製図法から生活デザ
インまで

本杉省三 [ほか] 
著

彰国社 525.1||Ke 212003513

421
生活空間の体験ワークブック : テーマ別・建
築人間工学からの環境デザイン

日本建築学会編 彰国社 525.1||Se 212003512



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

422 絶対使える!超実践的建築設計資料 建築知識編 エクスナレッジ 525.1||Ze 212003571
423 建築施工テキスト 改訂版 兼歳昌直著 井上書院 525||Ka 212003710

424 世界の教会
ピーピーエス通信
社写真/五十嵐
太郎解説/瀧亮

ピエ・ブックス 526.19||Se 212003338

425 建築環境のデザインと設備 第2版
藤井修二 [ほか] 
編著

市ケ谷出版社 528||Ke 212003509

426 建築設備 第2版 (初学者の建築講座) 大塚雅之著 市ケ谷出版社 528||Ot 212003508
427 機構学 岩本太郎著 森北出版 531.3||Iw 212003482

428
ロボットマニピュレータの運動学 (ロボット工
学教科書シリーズ:第2巻)

杉本浩一著 培風館 531.3||Su 212003659

429
機械設計のためのモデルベース開発入門 : 
MATLAB SimMechanicsによるモデリング・運
動解析

大川善邦著 オーム社 531.9||Ok 212003456

430 図解よくわかる機械加工 武藤一夫著 共立出版 532||Mu 212003303

431
電気の基礎が一番わかる : 電気の基本から
応用まで生活を支える電気のすべて (しくみ
図解:025)

安藤幸司, 常深
信彦共著

技術評論社 540||An 212003497

432
低線量放射線被曝 : チェルノブイリから福島
へ (叢書震災と社会)

今中哲二著 岩波書店 543.5||Im 212004536

433 脱原子力国家への道 (叢書震災と社会) 吉岡斉 [著] 岩波書店 543.5||Yo 212003765

434
CentOS6で作るネットワークサーバ構築ガイ
ド (Network server construction guide 

サーバ構築研究
会編著

秀和システム 547.483||Ce 212003652

435
よくわかる最新無線工学の基本と仕組み : 無
線技術を担うアナログ高周波の動作原理 : 
電波の教科書 (How-nual図解入門)

小暮裕明, 小暮
芳江著

秀和システム 547.5||Ko 212004127

436
光通信技術の飛躍的高度化 : 光通信の新た
な挑戦

中沢正隆, 鈴木
正敏, 盛岡敏夫

オプトロニクス社 547.68||Hi 212003637

437
部品とサブシステム (光ファイバ通信 : 部品・
システムからネットワークへ:第1部)

Ivan P. Kaminow, 
Tingye Li, Alan E. 
Willner編/木村達
也訳

オーム社 547.68||Hi||1 212003573

438
システムとネットワーク (光ファイバ通信 : 部
品・システムからネットワークへ:第2部)

Ivan P. Kaminow, 
Tingye Li, Alan E. 
Willner編/木村達
也訳

オーム社 547.68||Hi||2 212003673

439
Photonic networks : bandwidth allocation and 
scheduling

Nahid Saberi
Lambert 
Academic 
Publishing

547||Sa 212004566

440
あのスーパーロボットはどう動く : スパロボで
学ぶロボット制御工学 (B&Tブックス)

金岡克弥編著/
菊植亮 [ほか] 著

日刊工業新聞社 548.3||An 212003555

441
Periodic systems : filtering and control 
(Communications and control engineering)

Sergio Bittanti, 
Patrizio Colaneri

Springer 548.3||Bi 212004334

442
災害とロボット : 大震災から見えてきたロボッ
トのあり方

井上猛雄著 オーム社 548.3||In 212003457

443
ロボティクス : モデリングと制御 (シリーズ知
能機械工学:4)

川崎晴久著 共立出版 548.3||Ka 212003268

444
光デバイス 新版 (電子情報通信学会大学シ
リーズ:E-4)

末松安晴執筆/
電子情報通信学
会編

コロナ社 549.08||De||E-4 212003460

445
ゼロから学ぶディジタル論理回路 第3刷 (ゼ
ロから学ぶシリーズ)

秋田純一著 講談社 549.3||Ak 212003577

446 ビジュアル論理回路入門 井澤裕司著 プレアデス出版 549.3||Iz 212003476

447
FPGA入門 : field programmable gate array : 
回路図とHDLによるディジタル回路設計

すすたわり著 秀和システム 549.7||Su 212004009

448
ディスプレイ用材料 (最先端材料システム
One Point:4)

高分子学会編集 共立出版 549.9||Di 212003498

449 Photonics essentials 2nd ed
Thomas P. 
Pearsall

McGraw-Hill 549.95||Pe 212004565

450 先端固体レーザー レーザー学会編 オーム社 549.95||Se 212003576
451 軽合金材料 里達雄著 コロナ社 565.5||Sa 212003461

452
アトマイゼーション・テクノロジー : 微粒化の
基礎と基本用語辞典 POD版

日本液体微粒化
学会編

森北出版 571||At 212003653

453
最先端電池と材料 (最先端材料システムOne 
Point:5)

高分子学会編集 共立出版 572.12||Sa 212004018



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

454
老化防止・美白・保湿化粧品の開発技術 普
及版 (CMCテクニカルライブラリー:268)

鈴木正人監修
シーエムシー出
版

576.7||Ro 212003645

455
自己組織化と機能材料 (最先端材料システ
ムOne Point:3)

高分子学会編集 共立出版 578||Ji 212004011

456 生物化学工学 第3版
丹治保典 [ほか] 
著

講談社 588.5||Se 212003594

457 生物化学工学 第3版
丹治保典 [ほか] 
著

講談社 588.5||Se 212003595

458 地域食材大百科 第6巻 農文協編
農山漁村文化協
会

596.08||Ch||6 212004019

459 地域食材大百科 第7巻 農文協編
農山漁村文化協
会

596.08||Ch||7 212004020

460
地域ブランドと魅力あるまちづくり : 産業振
興・地域おこしの新しいかたち

佐々木一成著 学芸出版社 601.1||Sa 212003898

461
日本の地域間格差 : 東京一極集中型から
八ヶ岳方式へ

橘木俊詔, 浦川
邦夫著

日本評論社 601.1||Ta 212003437

462 棚田 : その守り人 中島峰広著 古今書院 611.7||Na 212003907

463 データが語るおいしい野菜の健康力
及川紀久雄, 丹
羽真清, 霜多増

丸善出版 626||Oi 212003495

464 海洋保全生態学
白山義久 [ほか] 
編

講談社 663.6||Ka 212003587

465 地域で守ろう!鉄道・バス 堀内重人著 学芸出版社 682.1||Ho 212003901
466 航空産業とライフライン (規制緩和と交通 戸崎肇著 学文社 687||To 212003407

467
ジオパーク : 地質遺産の活用・オンサイト
ツーリズムによる地域づくり

平野勇著 オーム社 689.4||Hi 212003357

468
観光まちづくりのエンジニアリング : 観光振興
と環境保全の両立

国土総合研究機
構観光まちづくり
研究会著

学芸出版社 689.4||Ka 212003900

469
地域からのエコツーリズム : 観光・交流によ
る持続可能な地域づくり

敷田麻実編著/
森重昌之, 高木
晴光, 宮本英樹

学芸出版社 689||Ch 212003899

470
幸せに向かうデザイン : 共感とつながりで変
えていく社会

永井一史, 山崎
亮, 中崎隆司編・
著/梅原真 [ほか
述]/日経アーキ
テクチュア編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

757.04||Sh 212003556

471
手作り万華鏡帳(カレイドスコープノート) : 平
面映像～立体映像～多面体映像

新谷松雄著
東京図書出版/
リフレ出版 (発

759||Sh 212003914

472
最新音楽の科学がよくわかる本 : 音楽と人と
のかかわりを科学的に考察する : 音楽はな
ぜ人の心を打つのか? (How-nual図解入門)

岩宮眞一郎著 秀和システム 761||Iw 212003510

473 音楽と数学の交差
桜井進, 坂口博
樹著

大月書店 761||Sa 212003531

474 カフェ・タケミツ : 私の武満音楽 岩田隆太郎[著] 海鳴社 762.1||Iw 212003290

475
貴志康一と音楽の近代 : ベルリン・フィルを指
揮した日本人

梶野絵奈, 長木
誠司, ヘルマン・
ゴチェフスキ編著

青弓社 762.1||Ki 212003527

476
巨匠フルトヴェングラーの生涯 (叢書・20世紀
の芸術と文学)

ヘルベルト・ハフ
ナー著/最上英明
訳

アルファベータ 762.34||Ha 212003266

477
カラヤンとともに生きた日々 : エリエッテ・フォ
ン・カラヤン回想記

エリエッテ・フォ
ン・カラヤン著/松
田暁子訳

アルファベータ 762.346||Ka 212003267

478
アイザック・スターン : すばらしきかな、わが
ヴァイオリン人生

アイザック・スター
ン, ハイム・ポトク
著/大森洋子訳

清流出版 762.53||St 212003657

479 マルタ・アルゲリッチ : 子供と魔法
オリヴィエ・ベラ
ミー著/藤本優子

音楽之友社 762.65||Be 212003485

480
ニューヨークのヴァイオリン職人 : 現代の名
器をつくる

ジョン・マーケー
ゼイ著/中島伸子

白揚社 763.42||Ma 212003566

481
「無伴奏チェロ組曲」を求めて : バッハ、カザ
ルス、そして現代

エリック・シブリン
著/武藤剛史訳

白水社 763.44||Si 212003663
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482 モーツァルトとダ・ポンテ : ある出会いの記録

リヒャルト・ブレッ
チャッハー著/小
岡礼子訳/小岡
明裕補訳

アルファベータ 766.1||Bl 212003265

483 蝶々にエノケン : 私が出会った巨星たち 中山千夏著 講談社 772.1||Na 212003507

484 寄席切絵図 新版 : 新装版 (青蛙選書:54)
六代目三遊亭圓
生著/山本進編

青蛙房 779.1||Sa 212003526

485 「体育とスポーツ」の世界史 : 写真記録
写真記録刊行会
編

日本ブックエース
/日本図書セン
ター (発売)

780.2||Ta 212003719

486
数学でわかるオリンピック100の謎 : ウサイ
ン・ボルトはどうすればこれ以上がんばらなく
ても世界記録を更新できるか

ジョン・D・バロウ
著/松浦俊輔, 小
野木明恵訳

青土社 780.4||Ba 212004006

487 オリンピック返上と満州事変 (バウンダリー叢 梶原英之 [著] 海鳴社 780.69||Ka 212003489

488 ベルリン・オリンピック1936 : ナチの競技
デイヴィッド・クレ
イ・ラージ著/高
儀進訳

白水社 780.69||La 212003662

489
Olympia : the film of the Xl. Olympic games 
Berlin 1936 : 著作権承認DVD (IVC best 
selection)

produced by Leni 
Riefenstahl

アイ・ヴィー・シー 
[distributor]

780||DVD||1642 212003747

490
Olympia : the film of the Xl. Olympic games 
part II (IVC best selection)

produced by Leni 
Riefenstahl

アイ・ヴィー・シー 
[distributor]

780||DVD||1643 212003748

491
Analyzing linguistic data : a practical 
introduction to statistics using R : pbk

R.H. Baayen
Cambridge 
University Press

801.019||Ba 212004266

492
深く「読む」技術 : 思考を鍛える文章教室 (ち
くま学芸文庫:[コ-31-1])

今野雅方著 筑摩書房 817.5||Ko 212003535

493
自然・社会科学者のための英文Eメールの書
き方

坂和正敏, 坂和
秀晃, Marc 
Bremer著

朝倉書店 836.6||Sa 212003316

494
英語で表現する大学生活 : 入学から卒論ま
で (バウンダリー叢書)

盛香織 [著] 海鳴社 837.8||Mo 212003287

495 架空人名辞典 第1巻:欧米編  日本図書セン 903.3||Ka 212003723
496 架空人名辞典 第2巻:日本編  日本図書セン 903.3||Ka 212003728
497 森毅の置き土産 : 傑作選集 森毅著/池内紀 青土社 914.6||Mo 212003529

498 内藤廣と若者たち : 人生をめぐる一八の対話
[内藤廣著]/東京
大学景観研究室
編

鹿島出版会 914.6||Na 212003313

499 南アフリカらしい時間 植田智加子著 海鳴社 916||Ue 212003488
500 アラビアン・ナイトと日本人 杉田英明著 岩波書店 929.763||Su 212004257

501
地震予知研究の最前線 : 地震予知学・耐震
工学・地震学の融和をめざして

早川正士監修
日本専門図書出
版

453.38||Ji 212004208


