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1
白と黒のとびら : オートマトンと形式言語を
めぐる冒険

川添愛著 東京大学出版会 007.1||Ka 213000796

2 人工知能と人工生命の基礎 伊庭斉志著 オーム社 007.13||Ib 213000928

3 実践コンピュータビジョン
Jan Erik Solem
著/相川愛三訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||So 213000844

4
超多自由度系の最適化 (計算科学講座:9 ;
第3部. 計算科学の横断概念)

古橋武, 笹井理
生編

共立出版 007.6||Ke||9 213000929

5 GPUプログラミング入門 : CUDA5による実装 伊藤智義編 講談社 007.64||Gp 213000843

6
スパコンプログラミング入門 : 並列処理と
MPIの学習

片桐孝洋著 東京大学出版会 007.64||Ka 213000802

7
コーディングを支える技術 : 成り立ちから学
ぶプログラミング作法 (Web+DB Pressプラス
シリーズ)

西尾泰和著 技術評論社 007.64||Ni 213000800

8
LATEXはじめの一歩 : Windows8/7対応 (や
さしいプログラミング)

土屋勝著 カットシステム 021.49||Ts 213000801

9
周期表 : いまも進化中 (サイエンス・パレッ
ト:002)

Eric R.Scerri著/
渡辺正訳

丸善出版 080||Sa||002 213001047

10
地球 : ダイナミックな惑星 (サイエンス・パ
レット:003)

Martin Redfern著
/川上紳一訳

丸善出版 080||Sa||003 213001048

11 読む統計学使う統計学 第2版 広田すみれ著
慶應義塾大学出
版会

350.1||Hi 213000794

12 フィンランド理科教科書 化学編
Suvi Aspholm ほ
か著/宇井久仁
子訳

化学同人 372.3892||Fi 213001045

13 ビーグル号航海記 : 新訳 上
チャールズ・R.
ダーウィン著/荒
俣宏訳

平凡社 402.9||Da||1 213000841

14
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 :
見てくれスライド論&よってらっしゃいポス
ター論と聴衆の心をつかむ講演技術

堀口安彦著 羊土社 407||Ho 213000795

15
日経サイエンスで鍛える科学英語 :
scientific English with Scientific
American/Nikkei Science [1]

日経サイエンス
編集部編

日経サイエンス
社/日本経済新
聞出版社 (発売)

407||Ni 213001056

16
科学者の発表倫理 : 不正のない論文発表を
考える

山崎茂明著 丸善出版 407||Ya 213000957

17 現代集合論の探検 寺澤順著 日本評論社 410.9||Te 213000803

18
スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数
学キャンパス・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 410||Ba 213001059

19 線形代数学講義 木田雅成著 培風館 411.3||Ki 213000793

20 群の表現論序説 高瀬幸一著 岩波書店 411.62||Ta 213000930
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21
スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャ
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 413.3||Ba 213000792

22 微積分学講義 中

Howard Anton, Irl
Bivens, Stephen
Davis著/井川満
訳

京都大学学術出
版会

413.3||Ho||2 213000953

23
スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャ
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 413.52||Ba 213001058

24 複素解析の基礎 大宮眞弓著 森北出版 413.52||Om 213000838

25 チャート式 : 幾何学 復刻版 星野華水著 数研出版 414||Ho 213000923

26
統計データの視覚化 (Rで学ぶデータサイエ
ンス:12)

山本義郎, 飯塚
誠也, 藤野友和
著

共立出版 417.08||Rd||12 213000799

27 RとRubyによるデータ解析入門
Sau Sheong
Chang著/瀬戸山
雅人 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

417||Ch 213000832

28
多変量解析超入門 : 本当に使えるようにな
る (知識ゼロでもわかる統計学)

加藤剛著 技術評論社 417||Ka 213000798

29
離散凸解析と最適化アルゴリズム (数理工
学ライブラリー:2)

室田一雄, 塩浦
昭義著

朝倉書店 417||Mu 213001046

30
統計学 : 日本統計学会公式認定統計検定1
級対応

日本統計学会編 東京図書 417||To 213000837

31
「ノーベル賞への第一歩」物理論文国際コン
テスト : 日本の高校生たちの挑戦

上條隆志, 松本
節夫, 吉埜和雄
編

亀書房/日本評
論社 (発売)

420.4||No 213000952

32
現代ベクトル解析とその応用 (現代応用数
学講座:11)

池田峰夫著 コロナ社 421.5||Ik 213000827

33 高分子の構造と物性
松下裕秀編著/
佐藤尚弘 [ほか]
著

講談社 428.1||Ko 213001049

34
食品分析 (分析化学実技シリーズ:応用分析
編 ; 5)

中澤裕之, 堀江
正一, 井部明広
著/日本分析化
学会編

共立出版 433||Bu||5 213000954

35 有機金属化学 (化学の要点シリーズ:6)
垣内史敏著/日
本化学会編

共立出版 437.8||Ka 213000764

36
ビッグバン宇宙の進化 (ワインバーグの宇宙
論:上)

S.ワインバーグ著
/小松英一郎訳

日本評論社 443.9||We||1 213000797

37
ゆらぎの形成と進化 (ワインバーグの宇宙論:
下)

S.ワインバーグ著
/小松英一郎訳

日本評論社 443.9||We||2 213000835

38 気候変動 : インフォグラフィクス
エステル・ゴンス
ターラ [著]/今泉
みね子訳

岩波書店 451.85||Go 213000931

39 図説日本の海岸
柴山知也, 茅根
創編

朝倉書店 454.7||Zu 213000959
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40
人類とカビの歴史 : 闘いと共生と (朝日選
書:902)

浜田信夫著 朝日新聞出版 465.8||Ha 213001057

41
記憶をコントロールする : 分子脳科学の挑戦
(岩波科学ライブラリー:208)

井ノ口馨著 岩波書店 491.371||In 213001020

42 材料科学 (シリーズ新しい工学:3)
大即信明, 日野
出洋文, サリム ク
リス著

朝倉書店 501.4||Ot 213000956

43
世界を変えるデザイン : ものづくりには夢が
ある

シンシア・スミス
編/北村陽子訳

英治出版 504||Se 213000845

44
製造現場の事故を防ぐ安全工学の考え方と
実践

中村昌允著 オーム社 509.8||Na 213000958

45
応用振動学 改訂版 (土木系大学講義シリー
ズ:22)

山田均, 米田昌
弘著

コロナ社 510.8||Do||22 213001051

46 土質力学入門 三田地利之著 森北出版 511.3||Mi 213000932

47 土木材料実験指導書 2013年改訂版 土木学会編 土木学会 511.4||Do||'13 213000831

48
つくること、つくらないこと : 町を面白くする11
人の会話

長谷川浩己, 山
崎亮編著/太田
浩史 [ほか] 著

学芸出版社 518.8||Ts 213000846

49 世界歴史建築大図鑑
ドーリング・キン
ダースリー編/坂
崎竜訳

原書房 520||Se 213000951

50 はじめてのトライボロジー
佐々木信也 [ほ
か] 著/講談社サ
イエンティフィク編

講談社 531.8||Ha 213000829

51
放射線とつきあう時代を生きる : あってはなら
ない、なくてはならない放射線

岩崎民子著 丸善出版 539.6||Iw 213000955

52 電気法規と電気施設管理 平成25年度版 竹野正二著
東京電機大学出
版局

540.91||De||25 213000833

53 調査報告チェルノブイリ被害の全貌

アレクセイ・V・ヤ
ブロコフ [ほか
著]/チェルノブイ
リ被害実態レ
ポート翻訳チーム
訳

岩波書店 543.5||Ch 213000830

54 はじめてのHTML+CSS (Technical master:77) 猿橋大著 秀和システム 547.4833||Sa 213001050

55
Semiconductor devices : physics and
technology 3rd ed., International student
version

S.M. Sze, M.K.
Lee

Wiley 549.8||Sz 213000997

56
スピントロニクスの基礎 : 磁気の直観的理解
をめざして

宮崎照宣, 土浦
宏紀共著

森北出版 549||Mi 213000839

57
Access to materials : デザイン/アート/建築
のためのマテリアルコンピューティング入門

脇田玲著
ビー・エヌ・エヌ
新社

757||Wa 213000834


