
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 音声言語処理と自然言語処理
中川聖一編著/
小林聡 [ほか] 共
著

コロナ社 007.1||On 213000173

2
シミュレーション (未来へつなぐデジタルシ
リーズ:18. Connection to the future with
digital series)

佐藤文明 [ほか]
著

共立出版 007.1||Sh 213000154

3
ディジタル作法 : カーニハン先生の「情報」
教室

Brian
W.Kernighan著/
久野靖訳

オーム社 007.6||Ke 213000156

4 情報セキュリティ入門 第2版 羽室英太郎著
慶應義塾大学出
版会

007.609||Ha 213000236

5 ITリスク学 : 「情報セキュリティ」を超えて
佐々木良一編著
/氏田博士 [ほ
か] 著

共立出版 007.609||It 213000172

6 メディア学入門 (メディア学大系:1)
飯田仁, 近藤邦
雄, 稲葉竹俊著

コロナ社 007||Id 213000174

7
動物の錯視 :トリの眼から考える認知の進化
(プリミエ・コレクション:38)

中村哲之著
京都大学学術出
版会

141.21||Na 213000158

8 ドーキンス博士が教える「世界の秘密」
リチャード・ドーキ
ンス著/デイブ・
マッキーン画/大

早川書房 404||Da 213000003

9
科学英語を読みとくテクニック : 実際の英文
記事でトレーニングする読解・分析・意訳

畠山雄二著 丸善出版 407||Ha 213000004

10
東大の数学入試問題を楽しむ : 数学のクラ
シック鑑賞

長岡亮介著 日本評論社 410.4||Na 213000245

11 システム線形代数 : 工学系への応用 谷野哲三著 朝倉書店 411.3||Ta 213000177

12 数学の女王 : 歴史から見た数論入門
Jay R.Goldman著
/鈴木将史訳

共立出版 412||Go 213000171

13 凝縮系物理における場の理論 第2版 下
アルトランド, サイ
モンズ [著]/新井
正男 [ほか] 訳

吉岡書店 421.3||Al||2 213000002

14 電気化学便覧 第6版 電気化学会編 丸善出版 431.7||De 213000021

15 電子移動 (化学の要点シリーズ:5)
伊藤攻著/日本
化学会編

共立出版 431.7||It 213000164

16 有機化学 第8版 下
John McMurry著
/伊東椒 [ほか]
訳

東京化学同人 437||Mc||3 213000182

17 スミス基礎有機化学 第3版 上
Janice Gorzynski
Smith著/大嶌幸
一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Sm||1 213000005

18 スミス基礎有機化学 第3版 下
Janice Gorzynski
Smith著/大嶌幸
一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Sm||2 213000006

19 測地・津波 (現代地球科学入門シリーズ:8)
藤本博己, 三浦
哲, 今村文彦著

共立出版 448.9||Fu 213000166

20 連鎖する大地震 (岩波科学ライブラリー:204) 遠田晋次著 岩波書店 453||To 213000244

学生用理工系図書配架リスト(４月)
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21
流体工学と伝熱工学のための次元解析活
用法

五十嵐保, 杉山
均著

共立出版 501.23||Ig 213000168

22 ベクトル解析からはじめる固体力学入門 岡部朋永著 コロナ社 501.3||Ok 213000175

23
直径2センチの激闘 : 町工場が熱中する全
日本製造業コマ大戦 (B&Tブックス)

全日本製造業コ
マ大戦特別取材
班著

日刊工業新聞社 509.21||Ch 213000243

24
建設システム計画 (環境・都市システム系教
科書シリーズ:19)

大橋健一 [ほか]
共著

コロナ社 510.9||Ke 213000176

25 地盤工学 (ゼロから学ぶ土木の基本) 内村太郎著 オーム社 511.3||Uc 213000157

26
ランドスケープと都市デザイン : 風景計画の
これから

宮脇勝著 朝倉書店 518.8||Mi 213000178

27
環境汚染現場の修復 : 実務者のための新し
いアプローチ

古市徹編著 オーム社 519.7||Ka 213000191

28
バイオメカニクスの最前線 (機械工学最前
線:7)

日本機械学会編
/佐藤正明 [ほ
か] 著

共立出版 530.8||Ki||7 213000170

29
先端事例から学ぶ機械工学 : 実践/基礎連
動型ハイブリッド講座テキスト 増訂版

日本機械学会著
日本機械学会/
丸善出版 (発売)

530||Se 213000183

30 100の事例で理解する機械製図 岡村貴句男著 オーム社 531.9||Ok 213000192

31
熱エネルギーシステム 第2版 (機械システム
入門シリーズ:10)

加藤征三編著/
義家亮 [ほか] 著

共立出版 533||Ne 213000169

32
入門モーター工学 : インバータで駆動するこ
れからのモーターのしくみ

森本雅之著 森北出版 542.13||Mo 213000181

33
「収束」の虚妄 (検証福島原発事故・記者会
見:2)

木野龍逸著 岩波書店 543.5||Ki 213000155

34 よくわかるHTML5+CSS3の教科書 大藤幹著 マイナビ 547.4833||Of 213000007

35
マイクロ波伝送・回路デバイスの基礎 (現代
電子情報通信選書 : 知識の森)

電子情報通信学
会編

オーム社 549.38||Ma 213000193

36 省エネと環境に配慮した産業排水処理
北川幹夫著/岡
崎稔編

日刊工業新聞社 571.9||Ki 213000184

37 ビギナーズ化学工学
林順一, 堀河俊
英著

化学同人 571||Ha 213000225

38 ビギナーズ化学工学
林順一, 堀河俊
英著

化学同人 571||Ha 213000226

39 ビギナーズ化学工学
林順一, 堀河俊
英著

化学同人 571||Ha 213000227

40 ビギナーズ化学工学
林順一, 堀河俊
英著

化学同人 571||Ha 213000228

41 ビギナーズ化学工学
林順一, 堀河俊
英著

化学同人 571||Ha 213000229
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42 ベーシック化学工学 橋本健治著 化学同人 571||Ha 213000268

43 ベーシック化学工学 橋本健治著 化学同人 571||Ha 213000269

44 ベーシック化学工学 橋本健治著 化学同人 571||Ha 213000270

45
デンドリティック高分子 (高分子基礎科学
One Point:3)

高分子学会編集
/柿本雅明編集
担当

共立出版 578||De 213000165

46
接着の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエン
ス)

高性能接着研究
会編著

日刊工業新聞社 579.1||Se 213000185

47 津波と海岸林 : バイオシールドの減災効果
佐々木寧, 田中
規夫, 坂本知己
著

共立出版 653.9||Sa 213000167

48
イノベーションの発想技術 : ゲームでひらく
ビジネスチャンス

大澤幸生著
日本経済新聞出
版社

675||Os 213000238


