
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
系統樹曼荼羅 : チェイン・ツリー・ネットワー
ク

三中信宏文/杉
山久仁彦図版

NTT出版 002.7||Mi 212006227

2 入門機械学習

Drew Conway,
John Myles
White著/萩原正
人 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Co 212006135

3
高速文字列解析の世界 : データ圧縮・全文
検索・テキストマイニング (確率と情報の科

岡野原大輔著 岩波書店 007.6||Ok 212006259

4
よくわかる最新組み込みシステムの基本と
仕組み : 電子機器開発の「レシピ」を見る :
世界を支える技術 第2版 (How-nual図解入

藤広哲也著 秀和システム 007.61||Fu 212006270

5
はじめてのOSコードリーディング : UNIX V6
で学ぶカーネルのしくみ

青柳隆宏著 技術評論社 007.63||Ao 212006139

6 基礎C言語プログラミング
河野英昭, 横尾
徳保, 重松保弘

共立出版 007.64||Ka 212006212

7
デバッグの理論と実践 : なぜプログラムはう
まく動かないのか

Andreas Zeller著
/今田昌宏 [ほ
か] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Ze 212006159

8 実践OpenCV 2.4 : 映像処理&解析 永田雅人著 カットシステム 007.642||Na 212006153

9 MATLAB画像処理入門 (I/O books) 高井信勝著 工学社 007.642||Ta 212006149

10
自然を捉えなおす : 競争とつながりの生態
学 (中公新書:2198)

江崎保男著 中央公論新社 080||Ch||2198 212006157

11
生物学の夢を追い求めて (シリーズ「自伝」
my life my world)

毛利秀雄著 ミネルヴァ書房 289.1||Mo 212006175

12
情報を読む力、学問する心 (シリーズ「自伝」
my life my world)

長尾真著 ミネルヴァ書房 289.1||Na 212006176

13
ニュートンと贋金づくり : 天才科学者が追っ
た世紀の大犯罪

トマス・レヴェンソ
ン著/寺西のぶ
子訳

白揚社 337.34||Le 212006150

14
教育実践データの統計分析 : 学校評価とよ
りよい実践のために

奥村太一著 共立出版 371.8||Ok 212006155

15
現代人のための統合科学 : ビッグバンから
生物多様性まで

小笠原正明 [ほ
か] 編著

筑波大学出版会
/丸善出版 (発

400||Ge 212006216

16
科学技術英和大辞典 : ハンディコンパクト
第2版

富井篤編/edited
by Atsushi Tomii

オーム社 403.3||Ka 212006020

17 感じる科学 さくら剛著
サンクチュアリ出
版

404||Sa 212006195

18 科学表現 : 基本と演習 井上勝也著 培風館 407||In 212006172
19 素数と2次体の整数論 (数学のかんどこ 青木昇著 共立出版 410.8||Su||15 212006160

20
群論, これはおもしろい : トランプで学ぶ群
(数学のかんどころ:16)

飯高茂著 共立出版 410.8||Su||16 212006144

21
環論, これはおもしろい : 素因数分解と循環
小数への応用 (数学のかんどころ:17)

飯高茂著 共立出版 410.8||Su||17 212006148

22
体論, これはおもしろい : 方程式と体の理論
(数学のかんどころ:18)

飯高茂著 共立出版 410.8||Su||18 212006146

23
数の宇宙 : ビジュアル版 : ゼロ (0) から無限
大 (∞) まで

ピーター・J.ベント
リー著/日暮雅通
訳

悠書館 410||Be 212006203

24
よくわかる数学記号 : 力学に出てくる量と単
位

田崎良佑, 山川
雄司, 渡邉彰裕

パワー社 410||Ta 212006194

25 線形代数の演習 三宅敏恒著 培風館 411.3||Mi 212006147

26 線形代数 (高専テキストシリーズ)
高専の数学教材
研究会編

森北出版 411.3||Se 212006271

27 難問克服解いてわかるガロア理論 藤田岳彦著 東京図書 411||Fu 212006138

28 微分積分 1 (高専テキストシリーズ)
高専の数学教材
研究会編

森北出版 413.3||Bi||1 212006272

29 微分積分 2 (高専テキストシリーズ)
高専の数学教材
研究会編

森北出版 413.3||Bi||2 212006274
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30
常微分方程式と物理現象 (シリーズ新しい
工学:1)

神田学著 朝倉書店 413.62||Ka 212005978

31 p値とは何か : 統計を少しずつ理解する34章
Andrew Vickers
[著]

丸善出版 417||Vi 212006267

32
コンピュータ囲碁 : モンテカルロ法の理論と
実践

松原仁編/美添
一樹, 山下宏著

共立出版 417||Yo 212006062

33 物理学への道程 (始まりの本)
朝永振一郎
[著]/江沢洋編

みすず書房 420.4||To 212006143

34 大学新入生のための物理入門 第2版 廣岡秀明著 共立出版 420||Hi 212006167

35 機械系に役立つ基礎物理
岸野正剛, 原利
次共著

丸善出版 420||Ki 212006173

36 時間の図鑑
アダム・ハート=デ
イヴィス著

悠書館 421.2||Ha 212006211

37 量子という謎 : 量子力学の哲学入門
白井仁人 [ほか]
著

勁草書房 421.3||Ry 212006140

38 静電気を科学する 高橋雄造著
東京電機大学出
版局

427.3||Ta 212006170

39 電気磁気学 : その物理像と詳論 : 新装版 小塚洋司著 森北出版 427||Ko 212006177

40
ヒッグス粒子を追え : 宇宙誕生の謎に挑んだ
天才物理学者たちの物語

フランク・クローズ
著/田中敦, 棚橋
志行, 田村栄治

楓書店/ダイヤモ
ンド社 (発売)

429.6||Cl 212006275

41 ヒッグス粒子の見つけ方 : 質量の起源を追う
戸本誠, 花垣和
則, 山崎祐司著

丸善出版 429.6||To 212006141

42 一般化学 : 現代化学のすがた 第2版
田嶋和夫 [ほか]
共著

丸善出版 430||Ip 212006174

43 理工系のための化学 : わかる
今西誠之 [ほか]
編著

共立出版 430||Ri 212006168

44 エンジニアのための化学 [本編]
M.J.Shultz著/長
谷川哲也訳

東京化学同人 430||Sh 212006189

45
スペンサー基礎化学 : 物質の成り立ちと変わ
りかた 上

J.N. Spencer,
G.M. Bodner, L.H.
Rickard [著]/渡
辺正訳

東京化学同人 430||Sp||1 212006187

46
スペンサー基礎化学 : 物質の成り立ちと変わ
りかた 下

J.N. Spencer,
G.M. Bodner, L.H.
Rickard [著]/渡
辺正訳

東京化学同人 430||Sp||2 212006188

47 化合物の辞典 普及版
高本進, 稲本直
樹, 中原勝儼, 山
崎昶編

朝倉書店 431.12||Ka 212006280

48 量子化学 (物理化学入門シリーズ) 大野公一著 裳華房 431.19||On 212006183

49 触媒便覧 触媒学会編 講談社 431.35||Sh 212006281

50 はじめて学ぶ物理化学 枝元一之著 化学同人 431||Ed 212006179

51 ハウスクロフト無機化学 上
Catherine E.
Housecroft, Alan
G. Sharpe著

東京化学同人 435||Ho||1 212006190

52 ハウスクロフト無機化学 下
Catherine E.
Housecroft, Alan
G. Sharpe著

東京化学同人 435||Ho||2 212006191

53 演習でクリアフレッシュマン有機化学 小林啓二著 裳華房 437||Ko 212006182

54 有機化学 第8版 上
John McMurry著
/伊東椒 [ほか]

東京化学同人 437||Mc||1 212006158

55 有機化学 第8版 中
John McMurry著
/伊東椒 [ほか]

東京化学同人 437||Mc||2 212006193

56 有機化学の基礎
望月正隆, 稲見
圭子著

東京化学同人 437||Mo 212006186

57 地図をつくった男たち : 明治の地図の物語 山岡光治著 原書房 448.9||Ya 212006276

58
空間情報による災害の記録 : 伊勢湾台風か
ら東日本大震災まで

日本写真測量学
会編

鹿島出版会 450.981||Ku 212006224
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59 地球のかたちを哲学する
ギヨーム・デュプ
ラ文・絵/博多か
おる訳

西村書店 450||Du 212006201

60
10万年の未来地球史 : 気候、地形、生命は
どうなるか?

カート・ステージャ
著/小宮繁訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

451.85||St 212006145

61
生き物たちのつづれ織り : 多様性と普遍性が
彩る生物模様 上

井上敬 [ほか] 編
京都大学学術出
版会

460.4||Ik||1 212006197

62
生き物たちのつづれ織り : 多様性と普遍性が
彩る生物模様 下

井上敬 [ほか] 編
京都大学学術出
版会

460.4||Ik||2 212006198

63 酵素 : 科学と工学 改訂
虎谷哲夫 [ほか]
著

講談社 464.5||Ko 212006278

64 工学系のための生化学
左右田健次, 今
中忠行, 谷澤克
行編著

化学同人 464||Ko 212006260

65
次世代シークエンサー : 目的別アドバンストメ
ソッド (細胞工学:別冊)

菅野純夫, 鈴木
穣監修

学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

467.3||Ji 212006221

66
人類進化大全 : 進化の実像と発掘・分析の
すべて 改訂普及版

クリス・ストリン
ガー, ピーター・ア
ンドリュース著/
馬場悠男, 道方し
のぶ訳

悠書館 469.2||St 212006210

67 図説世界史を変えた50の動物
エリック・シャリー
ン著/甲斐理恵子

原書房 481.9||Ch 212005977

68
チンパンジーはなぜヒトにならなかったのか :
99パーセント遺伝子が一致するのに似ても似
つかぬ兄弟

ジョン・コーエン著
/大野晶子訳

講談社 489.97||Co 212006215

69
山中iPS細胞・ノ-ベル賞受賞論文を読もう :
山中iPS2つの論文(マウスとヒト)の英和対訳
と解説及び将来の実用化展望

[山中伸弥著]/ニ
シカワ&アソシエ
イツ訳

一灯舎/オーム
社(発売)

491.11||Ya 212006156

70 放射線の科学 : 生体影響および防御と除去
小澤俊彦, 安西
和紀, 松本謙一

東京化学同人 493.195||Oz 212006269

71
生殖技術 : 不妊治療と再生医療は社会に何
をもたらすか

柘植あづみ [著] みすず書房 495.48||Ts 212006220

72
不妊治療者の人生選択 : ライフストーリーを
捉えるナラティヴ・アプローチ

安田裕子著 新曜社 495.48||Ya 212006217

73
リスク化される身体 : 現代医学と統治のテク
ノロジー

美馬達哉著 青土社 498||Mi 212006218

74
工学のための基礎数学 (新インターユニバー
シティ)

秦野甯世編著 オーム社 501.1||Ko 212006165

75 材料科学・材料工学 : 基礎から応用まで

James
Newell[著]/滝澤
博胤, 関野徹, 林
大和訳

東京化学同人 501.4||Ne 212006192

76 震災後の工学は何をめざすのか
東京大学大学院
工学系研究科編

内田老鶴圃 504||Sh 212006178

77 技術者・研究者のための特許の取り方
宮保憲治, 岡田
賢治著

東京電機大学出
版局

507.23||Mi 212006171

78 科学技術英語表現辞典 第3版 富井篤編 オーム社 507.7||Ka 212005974

79 技術英語の基盤 改訂新版
フランシス・J・ク
ディラ, ブライア
ン・J・フリン著

朝日出版社 507||Ku 212005994

80 都市計画とまちづくりがわかる本
伊藤雅春 [ほか]
編著

彰国社 518.8||To 212006169

81 気象と地球の環境科学 改訂3版 二宮洸三著 オーム社 519||Ni 212006164

82 サイト : 建築の配置図集

松岡聡, 田村裕
希著/Satoshi
Matsuoka, Yuki
Tamura

学芸出版社 520.87||Ma 212006161

83 日本建築辞彙 新訂
中村達太郎著/
太田博太郎, 稲
垣栄三編

中央公論美術出
版

521.033||Ni 212006185

84
建築物の変位制御設計 : 地震に対する免
震・長周期建物の設計法

井上範夫, 五十
子幸樹共著

丸善出版 524.91||In 212006154
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85 建築のデザイン科学 日本建築学会編
京都大学学術出
版会

525.1||Ke 212006199

86 機械要素設計
吉田彰編著/藤
井正浩 [ほか著]

日本理工出版会 531.3||Ki 212006202

87 仕組みがわかる機械加工と設計 馬緤宏著 オーム社 531.9||Ma 212006166

88
飛行機の誕生と空気力学の形成 : 国家的研
究開発の起源をもとめて

橋本毅彦著 東京大学出版会 538.1||Ha 212006214

89 飛ぶ力学 加藤寛一郎著 東京大学出版会 538.1||Ka 212006142

90
ロシア宇宙開発史 : 気球からヴォストークま
で

冨田信之著 東京大学出版会 538.9||To 212006223

91
セシウムをどうする : 福島原発事故除染のた
めの基礎知識

日本イオン交換
学会編

日刊工業新聞社 539.68||Se 212006151

92 基本から学ぶ電気回路 藤井信生著
電気学会/オー
ム社 (発売)

541.1||Fu 212006200

93
世界でいちばん簡単なまんが電気回路のe本
: 最新版 : 電気回路の組み方が基礎からわ
かる本

松原寛著 秀和システム 541.1||Ma 212006273

94
クラウド時代のネットワーク技術 : OpenFlow
実践入門 (Software design plusシリーズ)

高宮安仁, 鈴木
一哉著

技術評論社 547.48||Ta 212006152

95
スマートフォンサイトのためのHTML5+CSS3
(Web designing books)

エ・ビスコム・テッ
ク・ラボ著

マイナビ 547.4833||Su 212006277

96
人と機械の共生のデザイン : 「人間中心の自
動化」を探る

稲垣敏之著 森北出版 548.3||In 212006268

97
人と芸術とアンドロイド : 私はなぜロボットを
作るのか

石黒浩著 日本評論社 548.3||Is 212006213

98 16313の化学商品 2013年版  化学工業日報社 570.36||Ic 212006196

99
海業の時代 : 漁村活性化に向けた地域の挑
戦 (シリーズ地域の再生:19)

婁小波著
農山漁村文化協
会

601.1||Sh||19 212006137

100
飢える大陸アフリカ : 先進国の余剰がうみだ
す飢餓という名の人災

ロジャー・サロー,
スコット・キルマン
著

悠書館 611.3||Th 212006207

101 農業・食料問題入門 田代洋一著 大月書店 612.1||Ta 212006226

102 家畜編 (品種改良の世界史)
正田陽一編/松
川正 [ほか] 著

悠書館 615.21||Hi 212006204

103 作物編 (品種改良の世界史)
鵜飼保雄, 大澤
良編著

悠書館 615.21||Hi 212006205

104 エンジェルフライト : 国際霊柩送還士 佐々涼子著 集英社 916||Sa 212006279


