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1
コンピュータビジョン : 最先端ガイド 4 (CVIM
チュートリアルシリーズ)

八木康史, 斎藤
英雄編

アドコム・メディ
ア

007.1||Ko||4 212005906

2
コンピュータビジョン : 最先端ガイド 5 (CVIM
チュートリアルシリーズ)

八木康史, 斎藤
英雄編

アドコム・メディ
ア

007.1||Ko||5 212005894

3
デザインするテクノロジー : 情報加速社会が
挑発する創造性

池田純一著 青土社 007.3||Ik 212005902

4
ソーシャル・エンジニアリング : 最大の弱点"
人間"をハッカーの魔の手から守るには

クリストファー・ハ
ドナジー著/成田
光彰訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ(発売)

007.609||Ha 212005896

5 わかりやすいJava オブジェクト指向編 川場隆著 秀和システム 007.64||Ka 212005810

6
世界で闘うプログラミング力を鍛える150問 :
トップIT企業のプログラマになるための本

Gayle Laakmann
McDowell著/Ozy
訳

マイナビ 007.64||Mc 212005838

7
はじめてのAndroid アプリ開発 (Technical
master)

山田祥寛著 秀和システム 007.64||Ya 212005848

8 現れる存在 : 脳と身体と世界の再統合
アンディ・クラーク
著/池上高志, 森
本元太郎監訳

NTT出版 114.2||Cl 212005735

9 団地に住もう!東京R不動産 東京R不動産著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ(発売)

365.35||Da 212005899

10
人びとの「現場」から (東日本大震災と地域産
業復興:1 ; 2011.3.11〜10.1)

関満博著 新評論 369.31||Se||1 212005895

11
立ち上がる「まち」の現場から (東日本大震災
と地域産業復興:2 ; 2011.10.1〜2012.8.31)

関満博著 新評論 369.31||Se||2 212005904

12 面積の発見 (岩波科学ライブラリー:200) 武藤徹著 岩波書店 410.2||Mu 212005840

13
Excursions in calculus : an interplay of the
continuous and the discrete (The Dolciani
mathematical expositions:no. 13)

Robert M. Young

The
Mathematical
Association of
America

410.8||Do||13 212005885

14 アートを生み出す七つの数学 牟田淳著 オーム社 410.4||Mu 212005950

15 数学の認知科学

G・レイコフ, R・
ヌーニェス著/植
野義明, 重光由
加訳

丸善出版 410||La 212005841

学生用理工系図書配架リスト(２月)
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16
理工系新課程線形代数演習 : 解き方の手順
と例題解説

川添充, 山口睦,
吉冨賢太郎共著

培風館 411.3||Ka 212005890

17 矩形行列の行列式

中神祥臣, 柳井
晴夫著/シュプリ
ンガー・ジャパン
株式会社編

丸善出版 411.35||Na 212005892

18
代数的サイクルとエタールコホモロジー (シュ
プリンガー現代数学シリーズ:第17巻)

斎藤秀司, 佐藤
周友著

丸善出版 411.8||Sa 212005839

19
リーマン予想の探求 : ABCからZまで (知りた
いサイエンス:118)

黒川信重著 技術評論社 413.5||Ku 212005850

20
美しい不等式の世界 : 数学オリンピックの問
題を題材として

[Radmila Bulajich
Manfrino, José Antoni
ó Gómez Ortega,
Rogelio Valdez
Delgado著]/佐藤淳郎
訳

朝倉書店 413.51||Bu 212005949

21
スバラシク実力がつくと評判の常微分方程式
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

馬場敬之著 マセマ出版社 413.62||Ba 212005845

22
統計科学の基礎 : データと確率の結びつき
がよくわかる数理

白石高章著 日本評論社 417||Sh 212005809

23 量子力学入門 (パリティ物理教科書シリーズ) 前野昌弘著 丸善出版 421.3||Ma 212005844

24 多体系の量子論 新装版
A.M.ザゴスキン著
/樺沢宇紀訳

丸善プラネット/
丸善出版 (発売)

421.3||Za 212005843

25 解析力学 : 工科系のための 河辺哲次著 裳華房 423.35||Ka 212005846

26
超伝導転移の物理 (シュプリンガー現代理論
物理学シリーズ:4)

池田隆介著 丸善出版 427.45||Ik 212005842

27
物質の電子状態 上 (Springer university
textbooks)

R.M.マーチン著/
寺倉清之, 寺倉
郁子, 善甫康成
訳

丸善出版 428.4||Ma||1 212005808

28
物質の電子状態 下 (Springer university
textbooks)

R.M.マーチン著/
寺倉清之, 寺倉
郁子, 善甫康成
訳

丸善出版 428.4||Ma||2 212005874

29 基礎から学ぶ量子化学 高木秀夫著 三共出版 431.19||Ta 212005897

30 面白くて眠れなくなる地学 左巻健男編著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

450.4||Sa 212005847

31 図説世界史を変えた50の鉱物
エリック・シャリー
ン著/上原ゆうこ
訳

原書房 459||Ch 212005972
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32
40年後の『偶然と必然』 : モノーが描いた生
命・進化・人類の未来

佐藤直樹著 東京大学出版会 460.4||Sa 212005948

33
ここまで進んだバイオセンシング・イメージン
グ : 1分子から細胞, 脳まで (CSJ Current
Review:10)

日本化学会編 化学同人 464||Ko 212005837

34 基礎から学ぶ遺伝子工学 田村隆明著 羊土社 467.25||Ta 212005900

35 図説世界史を変えた50の植物
ビル・ローズ著/
柴田譲治訳

原書房 471.9||La 212005946

36 コケの自然誌
ロビン・ウォール・
キマラー著/三木
直子訳

築地書館 475||Ki 212005736

37 ナメクジの言い分 (岩波科学ライブラリー:198) 足立則夫著 岩波書店 484.6||Ad 212005947

38 医療倫理 (1冊でわかる)
トニー・ホープ
[著]/児玉聡, 赤
林朗訳・解説

岩波書店 490.15||Ho 212005970

39
精神療法の基本 : 支持から認知行動療法ま
で

堀越勝, 野村俊
明著

医学書院 493.72||Ho 212005905

40
パンデミックを阻止せよ! : 感染症危機に備え
る10のケーススタディ (DOJIN選書:49)

浦島充佳著 化学同人 498.6||Ur 212005907

41
地盤と基礎の設計 (考え方がよくわかる設計
実務:1)

大成建設株式会
社土木本部土木
設計部編

インデックス出版 513.3||Ji 212005777

42 橋の動的耐震設計

土木学会地震工学
委員会動的耐震設
計法に関する研究
小委員会編集

土木学会/丸善
(発売), 2003.3

515.1||Ha 212005795

43 SD : space design 2012
SDレビュー2003
事務局編

鹿島出版会 525.1||Sd||'12 212005901

44
最高の建築家25人 : 住まい手がホンネです
すめる (エクスナレッジムック)

 エクスナレッジ 527||Sa 212005898

45
演習材料力学 新訂版 (セミナーライブラリ機
械工学:2)

尾田十八, 三好
俊郎共著

サイエンス社 530.8||Se||2 212005945

46 機械系の基礎力学 山川宏著 共立出版 531.3||Ya 212005849

47
ArduinoとMATLABで制御系設計をはじめよ
う! (Physical computing lab)

平田光男著 TechShare 548.31||Hi 212005891

48 制御工学 (OHM大学テキスト) 太田有三編著 オーム社 548.31||Se 212005889
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49
回路の素101 : パターン・マッチングで読み解
く! (ライブラリ・シリーズ-てっとり早く答えが見
つかる-)

鈴木雅臣著 CQ出版社 549.3||Su 212005903

50 太陽電池のエネルギー変換効率 喜多隆編著 コロナ社 549.51||Ta 212005908

51 イオン液体の科学 : 新世代液体への挑戦
西川恵子 [ほか]
編

丸善出版 572.23||Io 212005893

52
イケアでつくったオフィス&ショップ :
Office,SOHO,Shop,School,Salon,Showroom…

イケア・ジャパン
株式会社監修

実業之日本社 757||Ik 212005909


