
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
符号理論 : デジタルコミュニケーションにお
ける数学

萩原学著 日本評論社 007.1||Ha 213002441

2
Learning automata : an introduction : pbk
(Dover books on engineering)

Kumpati S.
Narendra,
Mandayam A.L.
Thathachar

Dover
Publications

007.1||Na 213002340

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 213002602

4
YouTubeで小さく稼ぐ : 再生回数2億回の達
人が教える、撮った動画をお金に変える方
法

関根剣著 大和書房 007.35||Se 213002050

5 情報リテラシー入門 2013年版
平田浩一ほか著
/日経BP社編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.6||Jo 213002522

6
大きな字だからスグ分かる!エクセル2013入
門 : これから始める人の超カンタン本

湯浅英夫, 大きな
字編集部著

マイナビ 007.6||Ok 213002501

7 Text mining : applications and theory
Michael W. Berry,
Jacob Kogan

John Wiley &
Sons

007.6||Te 213002283

8
gnuplotの精義 : フリーの高機能グラフ作成
ツールを使いこなす 第2版

山本昌志著 カットシステム 007.6||Ya 213002075

9
H8マイコンで学ぶ組込みシステム開発入門
: 実用的で信頼性のある組込みシステムを
開発するために

浅川毅, テクニカ
設計部共著

電波新聞社 007.61||Hh 213002611

10 組込みステップアップ講座 ハードウェア編
金田一勉著/組
込み技術者育成
委員会編

電波新聞社 007.61||Ki 213002515

11
漫画で解説組込み開発ストーリー : 新人教
育から大規模システム開発まで中堅技術者
への道

組込み技術者育
成委員会編

電波新聞社 007.61||Ma 213002516

12
Subversion実践入門 : 達人プログラマに学
ぶバージョン管理 第2版

Mike Mason著 オーム社 007.63||Ma 213002459

学生用理工系図書配架リスト(9月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

13
すぐわかる!組込み技術教科書 : エンベデッ
ド技術と開発のポイントを基礎から理解 (組
込み技術基礎シリーズ)

香取巻男, 立田
純一編著

CQ出版 007.63||Su 213002452

14 UNIXコマンドブック 第4版
田谷文彦, 三澤
明著

ソフトバンククリ
エイティブ

007.634||Ta 213002491

15
機械翻訳の原理と活用法 : 古典的機械翻
訳再評価の試み

新田義彦著 明石書店 007.636||Ni 213002549

16
リーダブルコード : より良いコードを書くため
のシンプルで実践的なテクニック (Theory in
practice)

Dustin Boswell,
Trevor Foucher
著/角征典訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Bo 213002466

17
炎のAndroid開発道場 : 目指せ!本格プログ
ラマー

よちよちAndroid
サンデープログラ
ミングの会初心
者教育委員会著

リックテレコム 007.64||Ho 213002595

18 Kinect for Windowsアプリを作ろう! 日向俊二著 カットシステム 007.64||Hy 213002470

19
猫でもわかるC言語プログラミング 第3版
(Neko series)

粂井康孝著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.64||Ku 213002190

20
構造化並列プログラミング : 効率良い計算
を行うためのパターン

マイケル・マッ
クール, アーク・
D・ロビソン,
ジェームス・レイ
ンダース著/菅原

カットシステム 007.64||Mc 213002570

21
Sencha Touch 2実践開発ガイド (Parade
books)

中村久司著/小
堤一弘監修

パレード/星雲社
(発売)

007.64||Na 213002586

22
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 213002605

23 独習C++ 第4版
ハーバート・シル
ト著/トップスタジ
オ訳

翔泳社 007.64||Sc 213002584

24
これからはじめるプログラミング基礎の基礎
改訂新版 (プログラマー[確実]養成講座)

谷尻かおり著 技術評論社 007.64||Ta 213002507

25 やさしいAndroidプログラミング 第2版 高橋麻奈著
ソフトバンククリ
エイティブ

007.64||Ta 213002198
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26

Kinectソフトウェア開発講座 : 次世代型入力
デバイス"Kinect"を使ったアプリケーション
開発を完全サポート : 深度や骨格、そして
ジェスチャーの基礎から最新機能に対応し
たプログラミング技法も紹介 (Programmer's

Jarrett Webb,
James Ashley著
/プロシステムエ
ルオーシー訳

翔泳社 007.64||We 213002528

27 明解3次元コンピュータグラフィックス 荒屋真二著 共立出版 007.642||Ar 213002471

28 デジカメの画像処理
映像情報メディア
学会編

オーム社 007.642||De 213002461

29 OS XとiOSのためのOpenCV環境構築ガイド
酒井雅裕, 加藤
寛人共著

カットシステム 007.642||Sa 213002079

30
文化を育むノルウェーの図書館 : 物語・こと
ば・知識が踊る空間

マグヌスセン矢
部直美, 吉田右
子, 和気尚美著

新評論 010.23894||Ma 213002199

31 科学歳時記一日一話 (河出ブックス:060) 小山慶太著 河出書房新社 404||Ko 213002413

32
科学者の卵たちに贈る言葉 : 江上不二夫が
伝えたかったこと (岩波科学ライブラ
リー:210)

笠井献一著 岩波書店 407||Ka 213002073

33
これから研究を始める高校生と指導教員の
ために : 研究の進め方・論文の書き方・口頭
とポスター発表の仕方

酒井聡樹著 共立出版 407||Sa 213002074

34 実践で役立つ!!英語プレゼンテクニック
Adrian Wallwork
[著]/上出鴻子,
上出洋介訳

丸善出版 407||Wa 213002423

35
現代数学発展史 : 現代数学の進展--方法・
概念・思想の変遷

A.F. モンナ著/鶴
見和之, 新井理
生共訳

東京電機大学出
版局

410.2||Mo 213002437

36 世界を変えた数学 (角川選書:525) 佐藤修一著

角川学芸出版/
角川グループ
ホールディングス
(発売)

410.2||Sa 213001999

37 顔をなくした数学者 : 数学つれづれ 小林昭七著 岩波書店 410.4||Ko 213002424

38 算数・数学24の真珠 野崎昭弘著 日本評論社 410.4||No 213002153
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39 数学散歩 矢野忠著 国土社 410.4||Ya 213002429

40 式とグラフ (数学ガールの秘密ノート) 結城浩著
ソフトバンククリ
エイティブ

410.4||Yu 213002070

41
白熱!無差別級数学バトル : 近畿大学数学コ
ンテスト問題集

大野泰生, 松井
優編

日本評論社 410.78||Ha 213002443

42 魔方陣の世界 大森清美著 日本評論社 410.79||Om 213002546

43 物理数学 (テキスト理系の数学:4) 上江洌達也著 数学書房 410.8||Te||4 213002434

44
数学の50年 : 数学セミナー創刊50周年記念
(数学セミナー:増刊)

数学セミナー編
集部編

日本評論社 410|||Su 213002404

45 レクチャーズオンMathematica 川平友規著 プレアデス出版 410||Ka 213002418

46
21世紀の新しい数学 : 絶対数学、リーマン予
想、そしてこれからの数学 (知の扉シリーズ)

黒川信重, 小島
寛之対談

技術評論社 410||Ku 213002425

47 格子からみえる数学
枡田幹也, 福川
由貴子著

日本評論社/亀
書房

410||Ma 213002072

48
数学の探究的学習 : センター試験数学IA・IIB
を通して創造力を育む

西本敏彦, 若林
徳映, 松原聖共
著

培風館 410||Ni 213002445

49
わかっているようでわからない数と図形と論
理の話 (学術選書:061)

西田吾郎著
京都大学学術出
版会

410||Ni 213001997

50 なっとくする数学の証明 (なっとくシリーズ) 瀬山士郎著 講談社 410||Se 213002137

51 数学で何が重要か (ちくま学芸文庫:[シ20-4]) 志村五郎著 筑摩書房 410||Sh 213002105
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52
オイラーの贈物 : 人類の至宝e [iπ ] =-1を学
ぶ : 新装版

吉田武著 東海大学出版会 410||Yo 213002517

53 Applied combinatorics 2nd ed
Fred S. Roberts,
Barry Tesman

Chapman &
Hall/CRC

411.22||Ro 213002308

54 基礎から学べる線形代数
船橋昭一, 中馬
悟朗共著

裳華房 411.3||Fu 213002432

55
線形代数 (大学院入試問題から学ぶシリー
ズ)

池田和正著 日本評論社 411.3||Ik 213002440

56
線形代数 : 量子力学を中心にして (フロー式
物理演習シリーズ:3)

中田仁著 共立出版 411.3||Na 213002135

57 理工学のための線形代数
長澤壮之編著/
江頭信二 [ほか]
共著

培風館 411.3||Ri 213002447

58

だまし絵と線形代数 (シリーズ・現象を解明す
る数学. Introduction to interdisciplinary
mathematics: phenomena, modeling and
analysis)

杉原厚吉著 共立出版 411.3||Su 213002639

59

だまし絵と線形代数 (シリーズ・現象を解明す
る数学. Introduction to interdisciplinary
mathematics: phenomena, modeling and
analysis)

杉原厚吉著 共立出版 411.3||Su 213002640

60 線形代数学概説 雪江明彦著 培風館 411.3||Yu 213002444

61
表現論入門セミナー : 具体例から最先端に
むかって

平井武, 山下博
共著

遊星社/星雲社
(発売)

411.62||Hi 213002550

62 リジッド幾何学入門 (岩波数学叢書) 加藤文元著 岩波書店 411.8||Ka 213002532

63 代数曲線束の地誌学 今野一宏著 内田老鶴圃 411.8||Ko 213002542

64 代数関数体と符号理論
Henning
Stichtenoth著/新
妻弘訳

共立出版 411||St 213002538
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65 ガウスの「数学日記」
ガウス[著]/高瀬
正仁訳・解説

日本評論社 412||Ga 213002543

66 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 213002645

67 初等整数論からp進数へ (整数論:1) 雪江明彦著 日本評論社 412||Yu||1 213002547

68 理工学のための微分積分
長澤壮之編著/
池口徹 [ほか] 共
著

培風館 413.3||Ri 213002446

69 微積分基礎 : 理工系学生に向けて 寺本惠昭著 共立出版 413.3||Te 213002426

70 リーマン予想の先へ : 深リーマン予想--DRH 黒川信重著 東京図書 413.5||Ku 213002436

71
A second course in complex analysis (Dover
books on mathematics)

William A. Veech
Dover
Publications

413.5||Ve 213002314

72 不等式 : 21世紀の代数的不等式論 安藤哲哉著 数学書房 413.51||An 213002539

73
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
Antonió Gómez
Ortega, Rogelio
Valdez Delgado

朝倉書店 413.51||Bu 213002624

74
Complex analysis (Princeton lectures in
analysis:2)

Elias M. Stein and
Rami Shakarchi

Princeton
University Press

413.52||St 213002381

75 複素解析 (理工系の数理)
谷口健二, 時弘
哲治共著

裳華房 413.52||Ta 213002431

76
フーリエ解析と偏微分方程式 第2版 (工科系
数学セミナー)

数学教育研究会
編

東京電機大学出
版局

413.59||Fu 213002438

77
Fourier analysis : an introduction (Princeton
lectures in analysis:1)

Elias M. Stein &
Rami Shakarchi

Princeton
University Press

413.59||St 213002382



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

78 力学系とエントロピー 復刊
青木統夫, 白岩
謙一著

共立出版 413.62||Ao 213002647

79 力学系とエントロピー 復刊
青木統夫, 白岩
謙一著

共立出版 413.62||Ao 213002648

80

Mathematicians at war : Volterra and his
French colleagues in World War I
(Archimedes : new studies in the history and
philosophy of science and technology:v.22)

Laurent Mazliak
and Rossana
Tazzioli

Springer 413||Ma 213002385

81
ベクトル解析 : 電磁気学を題材にして (フロー
式物理演習シリーズ:1)

保坂淳著 共立出版 414.7||Ho 213002134

82
すごいぞ折り紙 : 折り紙の発想で幾何を楽し
む [正編]

阿部恒著 日本評論社 414||Ab 213002439

83
すごいぞ折り紙 : 折り紙の発想で幾何を楽し
む 入門編

阿部恒著 日本評論社 414||Ab 213002442

84 インドラの真珠 : クラインの夢みた世界
D.マンフォード, C.
シリーズ, D.ライト
著/小森洋平訳

日本評論社 414||Mu 213002544

85
折紙の数理とその応用 (シリーズ応用数理:
第3巻)

野島武敏, 萩原
一郎編

共立出版 414||Or 213002638

86
Functional analysis, Sobolev spaces and
partial differential equations (Universitext)

Haim Brezis Springer 415.5||Br 213002386

87
Functional analysis : introduction to further
topics in analysis (Princeton lectures in
analysis:4)

Elias M. Stein &
Rami Shakarchi

Princeton
University Press

415.5||St 213002384

88 計算で身につくトポロジー 阿原一志著 共立出版 415.7||Ah 213002071

89

タンパク質構造とトポロジー : パーシステント
ホモロジー群入門 (シリーズ・現象を解明する
数学. Introduction to interdisciplinary
mathematics: phenomena, modeling and
analysis)

平岡裕章著 共立出版 415.7||Hi 213002076

90 直交多項式入門 青本和彦著 数学書房 415||Ao 213002433
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91
Log-gases and random matrices (London
Mathematical Society monograph series:v.
34)

P.J. Forrester
Princeton
University Press

417.1||Fo 213002383

92 確率解析 (確率論教程シリーズ:5)
谷口説男, 松本
裕行共著

培風館 417.1||Ka||5 213002548

93 組合せゲーム理論入門 : 勝利の方程式
アルバート, ノワコ
フスキー, ウルフ
著/川辺治之訳

共立出版 417.2||Al 213002535

94 正規分布ハンドブック 蓑谷千凰彦著 朝倉書店 417.6||Se 213002541

95 ベイジアンネットワーク 植野真臣著 コロナ社 417.6||Ue 213002195

96
実験計画と分散分析のはなし : 効率よい計
画とデータ解析のコツ 改訂版

大村平著 日科技連出版社 417.7||Om 213002521

97 確率統計 新版 (新版数学シリーズ) 岡本和夫ほか著 実教出版 417||Ka 213002140

98
これなら分かる最適化数学 : 基礎原理から
計算手法まで

金谷健一著 共立出版 417||Ka 213002508

99 メタヒューリスティクスと応用
相吉英太郎, 安
田恵一郎編著

電気学会/オー
ム社 (発売)

417||Me 213002609

100 メタヒューリスティクスと応用
相吉英太郎, 安
田恵一郎編著

電気学会/オー
ム社 (発売)

417||Me 213002610

101 統計分布ハンドブック 増補版 蓑谷千凰彦著 朝倉書店 417||To 213002540

102 ベイズ統計の理論と方法 渡辺澄夫著 コロナ社 417||Wa 213002653

103 ベイズ統計の理論と方法 渡辺澄夫著 コロナ社 417||Wa 213002654
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104 確率の基礎から統計へ 吉田伸生著 遊星社 417||Yo 213002451

105
Nucleation theory (Lecture notes in
physics:860)

V.I. Kalikmanov Springer 420.7||Le||860 213002387

106 "測る"を究めろ! : 物理学実験攻略法 久我隆弘著 丸善出版 420.75||Ku 213002506

107
ふりこの振動を追って (伏見康治コレクショ
ン:2)

伏見康治著/江
沢洋解説

日本評論社 420.8||Fu||2 213002192

108
物理学者の描く世界像 (伏見康治コレクショ
ン:3)

伏見康治著/江
沢洋解説

日本評論社 420.8||Fu||3 213002545

109
高分子系のソフトマター物理学 (新物理学シ
リーズ:42)

田中文彦著 培風館 420.8||Sh||42 213002077

110
視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録 新
課程

数研出版編集部
編

数研出版 420||Sh 213002147

111
視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録 新
課程

数研出版編集部
編

数研出版 420||Sh 213002148

112 力学講義 (新・数理科学ライブラリ. 物理学:2) 武末真二著 サイエンス社 420||Sh||2 213002098

113
高校で教わりたかった物理 (大人のための科
学)

田口善弘著 日本評論社 420||Ta 213002113

114
グラフィック講義物理学の基礎 (ライブラリ物
理学グラフィック講義:1)

和田純夫著 サイエンス社 420||Wa 213002097

115
グラフィック講義相対論の基礎 (ライブラリ物
理学グラフィック講義:6)

和田純夫著 サイエンス社 421.2||Wa 213002096

116
ゼロから学ぶ統計力学 (ゼロから学ぶシリー
ズ)

加藤岳生著 講談社 421.4||Ka 213002056
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117 物理数学散歩 矢野忠著 国土社 421.5||Ya 213002430

118 渦運動の数理的諸相 (連携する数学:2)

坂上貴之著/北
海道大学数学連
携研究センター
編

共立出版 423.84||Sa 213002646

119
非線形波動理論入門 : 波動伝播の基礎数理
とその応用

Petar Popivanov,
Angela Slavova著
/阿部剛久, 戸田
晃一訳

共立出版 424.3||Po 213002537

120 音響学入門 (音響入門シリーズ:A-1)
鈴木陽一 [ほか]
共著

コロナ社 424||On 213002574

121
Excelでできる光学設計 : レーザ光学系の実
用計算 第2版

中島洋著 アドコム・メディア 425.9||Na 213002554

122 材料科学者のための統計熱力学入門 志賀正幸著 内田老鶴圃 426.56||Sh 213002178

123 半導体の光物性 中山正昭著 コロナ社 428.8||Na 213002575

124
化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスター
ガイド

今田泰嗣, 大嶋
孝志, 廣瀬敬治
著

化学同人 430.7||Im 213002597

125
化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスター
ガイド

今田泰嗣, 大嶋
孝志, 廣瀬敬治
著

化学同人 430.7||Im 213002598

126
化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスター
ガイド

今田泰嗣, 大嶋
孝志, 廣瀬敬治
著

化学同人 430.7||Im 213002599

127
化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスター
ガイド

今田泰嗣, 大嶋
孝志, 廣瀬敬治
著

化学同人 430.7||Im 213002600

128
視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 新
課程

数研出版編集部
編

数研出版 430||Sh 213002144

129
視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 新
課程

数研出版編集部
編

数研出版 430||Sh 213002145



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

130
視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 新
課程

数研出版編集部
編

数研出版 430||Sh 213002146

131
巨大分子系の計算化学 : 超大型計算機時代
の理論化学の新展開 (CSJ Current
Review:08)

日本化学会編 化学同人 431.1||Ky 213002563

132
Principles and applications of photochemistry
: pbk

Brian Wardle Wiley 431.5||Wa 213002281

133 見える!使える!化学熱力学入門 由井宏治著 オーム社 431.6||Yu 213002058

134 高分子化学 第5版
村橋俊介 [ほか]
編

共立出版 431.9||Ko 213002571

135 基本高分子化学 柴田充弘著 三共出版 431.9||Sh 213002577

136
磁気共鳴--NMR : 核スピンの分光学 (新・物
質科学ライブラリ:16)

竹腰清乃理著 サイエンス社 431||Sh||16 213002576

137 改稿・化学基礎実験 改稿版 丸田銓二朗著 三共出版 432||Ma 213002099

138 改稿・化学基礎実験 改稿版 丸田銓二朗著 三共出版 432||Ma 213002100

139
有機化学のためのスペクトル解析法 : UV, IR,
NMR, MSの解説と演習 第2版

M. Hesse, H.
Meier, B. Zeeh著
/馬場章夫, 三浦
雅博ほか訳

化学同人 433.9||He 213002601

140
ICP発光分析 (分析化学実技シリーズ:機器分
析編 ; 4)

千葉光一 [ほか]
著/日本分析化
学会編

共立出版 433||Bu||4 213002509

141
蛍光X線分析 (分析化学実技シリーズ:機器
分析編 ; 6)

河合潤著/日本
分析化学会編

共立出版 433||Bu||6 213002133

142 固相抽出ガイドブック

ジーエルサイエン
ス固相抽出ガイド
ブック編集委員会
編著

ジーエルサイエ
ンス/まむかい
ブックスギャラ
リー (発売)

433||Ko 213002592



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

143 ビギナーズ有機化学 第2版 川端潤著 化学同人 437.01||Ka 213002567

144 ビギナーズ有機化学 第2版 川端潤著 化学同人 437.01||Ka 213002568

145 金星 (ヴィーナス) を追いかけて
アンドレア・ウルフ
著/矢羽野薫訳

角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

444||Wu 213002421

146 Google Maps APIプログラミング入門 改訂2版 勝又雅史著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

448.9||Ka 213002453

147 図解!ArcGIS Part2
佐土原聡 [ほか]
著

古今書院 448.9||Zu||2 213002345

148 図解!ArcGIS Part3
佐土原聡 [ほか]
著

古今書院 448.9||Zu||3 213002136

149
地震と噴火は必ず起こる : 大変動列島に住
むということ (新潮選書)

巽好幸著 新潮社 450.4||Ta 213002142

150 新地学図表 (ニューステージ)
浜島書店編集部
編著

浜島書店 450||Sh 213002275

151 新地学図表 (ニューステージ)
浜島書店編集部
編著

浜島書店 450||Sh 213002276

152 新地学図表 (ニューステージ)
浜島書店編集部
編著

浜島書店 450||Sh 213002277

153
なぜ地球だけに陸と海があるのか : 地球進
化の謎に迫る (岩波科学ライブラリー:191)

巽好幸著 岩波書店 450||Ta 213002091

154
天気と気象についてわかっていることいない
こと : ようこそ、そらの研究室へ (Beret
science)

筆保弘徳, 芳村
圭編著/稲津將
[ほか] 著

べレ出版 451||Te 213002057

155 解き明かされる日本最古の歴史津波 飯沼勇義著 鳥影社 453.4||In 213002514



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

156 地震と火山の日本を生きのびる知恵 鎌田浩毅著
メディアファクト
リー

453||Ka 213002117

157
デジタル鳥瞰江戸の崖東京の崖 (The new
fifties)

芳賀ひらく著 講談社 454.9136||Ha 213002428

158 プレートテクトニクス : その新展開と日本列島 新妻信明著 共立出版 455.8||Ni 213002131

159
化石から生命の謎を解く : 恐竜から分子まで
(朝日選書:877)

化石研究会編 朝日新聞出版 457||Ka 213002177

160 岩石・鉱物のための熱力学 内田悦生著 共立出版 458.1||Uc 213002132

161 生き物の描き方 : 自然観察の技法 盛口満著 東京大学出版会 460.7||Mo 213002497

162 エッセンシャルキャンベル生物学

Eric J. Simon,
Jane B. Reece,
Jean L. Dickey
[著]/池内昌彦
[ほか] 訳

丸善出版 460||Si 213002593

163 生物学の基礎 : 生き物の不思議を探る 和田勝著 東京化学同人 460||Wa 213002495

164 生物時計はなぜリズムを刻むのか

ラッセル・フォス
ター, レオン・クラ
イツマン著/本間
徳子訳

日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

463.9||Fo 213002059

165
プロッパー細胞生物学 : 細胞の基本原理を
学ぶ

George Plopper
著

化学同人 463||Pl 213002569

166
プロッパー細胞生物学 : 細胞の基本原理を
学ぶ

George Plopper
著

化学同人 463||Pl 213002636

167 生化学・分子生物学演習 第2版
猪飼篤, 野島博
著

東京化学同人 464||Ik 213002580

168 生化学・分子生物学演習 第2版
猪飼篤, 野島博
著

東京化学同人 464||Ik 213002581



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

169
生命システム工学 : 進化分子工学から進化
生命工学へ (Dojin bioscience series:05)

田口精一編 化学同人 464||Se 213002561

170
生命システム工学 : 進化分子工学から進化
生命工学へ (Dojin bioscience series:05)

田口精一編 化学同人 464||Se 213002562

171 生体有機化学
橋本祐一, 村田
道雄編著

東京化学同人 464||Se 213002582

172 生体有機化学
橋本祐一, 村田
道雄編著

東京化学同人 464||Se 213002583

173
系統地理学 : DNAで解き明かす生きものの
自然史 (種生物学研究:第36号)

種生物学会編/
池田啓, 小泉逸
郎責任編集

文一総合出版 467.5||Ke 213002591

174 微生物の生態学 (シリーズ現代の生態学:11) 日本生態学会編 共立出版 468.08||Sh||11 213002472

175
外来生物の生態学 : 進化する脅威とその対
策 (種生物学研究:第33号)

種生物学会編 文一総合出版 468||Ga 213002588

176
種間関係の生物学 : 共生・寄生・捕食の新し
い姿 (種生物学研究:第35号)

種生物学会編/
川北篤, 奥山雄
大責任編集

文一総合出版 468||Sh 213002590

177 進化生態学入門 : 数式で見る生物進化 山内淳著 共立出版 468||Ya 213002649

178 進化生態学入門 : 数式で見る生物進化 山内淳著 共立出版 468||Ya 213002650

179
ホントに緑は猛暑を和らげるか : 植物気候学
への誘い

福岡義隆著 成山堂書店 471.71||Fu 213002513

180 田園の魚をとりもどせ! 高橋清孝編著 恒星社厚生閣 487.521||De 213002474

181 アジアの伝統医学 (伝統医学シリーズ)
高橋澄子 [ほか]
著

出帆新社 490.9||Aj 213002270



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

182 入門東洋医学 (洋泉社mook) 川嶋朗監修 洋泉社 490.9||Ny 213002160

183
Applied bioelectricity : from electrical
stimulation to electropathology : pbk

J. Patrick Reilly Springer 491.317||Re 213002309

184
最新脳科学で読み解く脳のしくみ : 車のキー
はなくすのに、なぜ車の運転は忘れないの
か?

サンドラ・アーモッ
ト, サム・ワン著/
三橋智子訳

東洋経済新報社 491.371||Aa 213002519

185 発達と脳 : 神経発達心理学入門 永江誠司著 おうふう 491.371||Na 213002179

186
脳と機械をつないでみたら : BMIから見えてき
た (岩波現代全書:008)

櫻井芳雄著 岩波書店 491.371||Sa 213002078

187 脳はいかにして言語を生みだすか
武田暁, 猪苗代
盛, 三宅章吾著

講談社 491.371||Ta 213002181

188 非常識の医学が病を治す
安保徹, 永野剛
造, 福田稔著

実業之日本社 491.8||Ab 213002141

189 免疫学 : 巧妙なしくみを解き明かす
Peter Wood著/山
本一夫訳

東京化学同人 491.8||Wo 213002496

190 運動療法ガイド 第5版
野崎大地, 小松
泰喜編集

日本医事新報社 492.5||Un 213002152

191
医療ナノテクノロジー : 最先端医学とナノテク
の融合

東京大学医療ナ
ノテクノロジー人
材養成ユニット編
集

杏林図書 492.8||Ir 213002596

192 実践医用画像解析ハンドブック
原武史 [ほか] 共
編

オーム社 492.8||Ji 213002559

193
活動性を高める授業づくり : 協同学習のすす
め

安永悟著 医学書院 492.907||Ya 213002125

194
応急手当と健康 : ファーストエイド、その理論
と実践 第2版 (健康・保健シリーズ. わたした
ちのからだと健康:vol. 10)

医学映像教育セ
ンター制作・著作

医学映像教育セ
ンター

492||DVD||1816 213002369



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

195 糖尿病運動療法指導マニュアル 佐藤祐造編集 南江堂 493.123||To 213002150

196
うつのためのマインドフルネス実践 : 慢性的
な不幸感からの解放

マーク・ウィリアム
ズ [ほか] 著/越
川房子, 黒澤麻
美訳

星和書店 493.764||Ut 213002102

197
人類と感染症の歴史 : 未知なる恐怖を超え
て

加藤茂孝著 丸善出版 493.8||Ka 213002422

198
いやされない傷 : 児童虐待と傷ついていく脳
新版

友田明美著 診断と治療社 493.937||To 213002101

199 ホリスティック養生訓 新装版 帯津良一著 春秋社 498.3||Ob 213002168

200
機能性食品・素材と運動療法 : 生活習慣病
予防と運動機能維持,向上をめざして (食品シ
リーズ)

大澤俊彦, 佐藤
祐造監修

シーエムシー出
版

498.583||Ki 213002655

201
あの日から起こったこと : 大地震・原発禍にさ
らされた医療者たちの記録

はる書房編集部
編/星野美穂, 椎
崎亮子, 大根健
一構成

はる書房 498.89||An 213002217

202
バイオ医薬品 : 開発の基礎から次世代医薬
品まで (Dojin bioscience series:08)

西島正弘, 川崎ナ
ナ編

化学同人 499.5||Ba 213002635

203 LabVIEW2010プログラミングガイド

Robert H.Bishop
著/長尾高弘, ア
スキーハイエンド
書籍編集部訳

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

501.22||Bi 213002530

204
構造力学 (土木・環境系コアテキストシリー
ズ:B-1)

野村卓史著 コロナ社 501.34||No 213002477

205 先端素材業界ハンドブック (1秒でわかる!) 泉谷渉著 東洋経済新報社 501.4||Iz 213002520

206
電磁波レーダ法によるコンクリート構造物中
の鉄筋探査方法 : NDIS 第2刷

日本非破壊検査
協会[編]

日本非破壊検査
協会

501.55||De 213002399

207
ドリル削孔粉を用いたコンクリート構造物の
中性化深さ試験方法 : NDIS 第3刷

日本非破壊検査
協会[編]

日本非破壊検査
協会

501.55||Do 213002400
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208 コンクリート構造物の目視試験方法 : NDIS
日本非破壊検査
協会[編]

日本非破壊検査
協会

501.55||Ko 213002398

209
赤外線サーモグラフィ法による建築・土木構
造物表層部の変状評価のための試験方法 :
NDIS 第3刷

日本非破壊検査
協会[編]

日本非破壊検査
協会

501.55||Se 213002397

210
脱原発から、その先へ : ドイツの市民エネル
ギー革命

今泉みね子著 岩波書店 501.6||Im 213002129

211
低炭素社会への挑戦 : 資源・エネルギー・社
会システムから切り開く未来

エネルギー・資源
学会編

オーム社 501.6||Te 213002460

212
エネルギーシステムの社会リスク (リスク工学
シリーズ:7)

内山洋司, 羽田
野祐子, 岡島敬
一共著

コロナ社 501.6||Uc 213002484

213
研究開発プロフェッショナルのための発明バ
イブル 第2版

泉通博, 吉田武
弘, 中西博行著

発明推進協会 507.1||Iz 213002526

214
土木・環境系の国際人英語 (土木・環境系コ
アテキストシリーズ:A-3)

井合進, R.S.ス
ティードマン共著

コロナ社 507.7||Ia 213002480

215
設計のナレッジマネジメント : 創造設計原理と
TRIZ (実際の設計選書)

中尾政之, 畑村
洋太郎, 服部和
隆著

日刊工業新聞社 509.63||Na 213002498

216 役立つ!!地盤リスクの知識

地盤工学会役立
つ!!地盤リスクの
知識編集委員会
編集

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.2||Ya 213002488

217
地盤改良の調査・設計と施工 : 戸建住宅から
人工島まで (地盤工学・実務シリーズ:31)

地盤工学会地盤
改良の調査・設
計と施工編集委
員会編集

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ji||31 213002578

218 土質力学 第8版
河上房義, 森芳
信, 柳沢栄司共
著

森北出版 511.3||Ka 213002502

219 マンガでわかるコンクリート
石田哲也著/はる
お作画/トレンド・
プロ制作

オーム社 511.7||Is 213002456

220
コンクリート標準示方書改訂資料 2012年制
定 : 基本原則編・設計編・施工編 (コンクリー
ト・ライブラリー:第85号, 87, 108, 129, 138)

土木学会コンク
リート委員会コン
クリート標準示方
書改訂小委員会
編集

土木学会/丸善
(発売)

511.7||Ko||138 213002585
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221 コンクリート (ゼロから学ぶ土木の基本)
牧剛史, 加藤佳
孝, 山口明伸共
著

オーム社 511.7||Ma 213002464

222
良好な鉄筋コンクリート造建築物を造るため
に : 構造体コンクリートの研究

桝田佳寛著
セメントジャーナ
ル社

511.7||Ma 213002490

223
コンクリートのひび割れを予防する教科書 (エ
クスナレッジムック)

坂本富雄, 谷本
周也著

エクスナレッジ 511.7||Sa 213002455

224 コンクリートの初期ひび割れ対策

十河茂幸, 河野
広隆編著/今本
啓一, 閑田徹志,
溝淵利明著

セメントジャーナ
ル社

511.78||Ko 213002489

225
コア採取によるコンクリート構造物の劣化診
断法 POD版

小林一輔編著 森北出版 511.79||Ko 213002606

226 土木計画学 : 公共選択の社会科学 藤井聡著 学芸出版社 513.1||Fu 213002505

227
水理学 (土木・環境系コアテキストシリー
ズ:D-1)

竹原幸生著 コロナ社 517.1||Ta 213002483

228 水理学 (ゼロから学ぶ土木の基本) 内山雄介著 オーム社 517.1||Uc 213002458

229 わかりやすい水理学 第2版
岡澤宏 [ほか] 共
著

理工図書 517.1||Wa 213002594

230
都市・地域・環境概論 : 持続可能な社会の創
造に向けて

大貝彰, 宮田譲,
青木伸一編著

朝倉書店 518.8||To 213002608

231 グリーン・バリュー経営への大転換

クリストス・ピテリ
ス, ジャック・キー
ナン, ヴィッキー・
プライス編著/谷
口和弘訳

NTT出版 519.13||Gu 213002207

232 環境アセスメント学の基礎
環境アセスメント
学会編

恒星社厚生閣 519.15||Ka 213002475

233 有機スズと環境科学 : 進展する研究の成果 山田久編 恒星社厚生閣 519.4||Yu 213002572



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

234
地域生態学からのまちづくり : 共生環境のマ
ネジメント

上甫木昭春著 学芸出版社 519.8||Ka 213002127

235 蘇る有明海 : 再生への道程 楠田哲也編著 恒星社厚生閣 519.819||Yo 213002573

236
自然災害の予測と対策 : 地形・地盤条件を基
軸として

水谷武司著 朝倉書店 519.9||Mi 213002622

237
現代社会は持続可能か : 基本からの環境経
済学 (シリーズ社会・経済を学ぶ)

古林英一著 日本経済評論社 519||Fu 213002206

238
自然への介入はどこまで許されるか : 事例で
学ぶ環境倫理 (いのちと環境ライブラリー)

クリスティン・E.グ
ドーフ, ジェイム
ズ・E.ハッチンソン
著/千代美樹訳

日本教文社 519||Gu 213002500

239
エコ住宅 (エクスナレッジムック. 世界で一番
やさしい : 110のキーワードで学ぶ:29)

ソフトユニオン著
/[柿沼整三編]

エクスナレッジ 520.8||Se||29 213002454

240
鋼構造学 (環境・都市システム系教科書シ
リーズ:15)

原隆 [ほか] 共著 コロナ社 524.6||Ko 213002476

241 長生き建築のしくみ : ライフサイクル計画論 小原誠著 彰国社 525.1||Oh 213002512

242 現場に学ぶ建築施工管理の実戦ノウハウ 堀俊夫著 オーム社 525.5||Ho 213002415

243
絶対にゆるまないネジ : 小さな会社が「世界
一」になる方法

若林克彦著 中経出版 531.44||Wa 213002169

244
成功の視点 (実際の設計選書. 実際の設計:
第7巻)

畑村洋太郎編著
/実際の設計研
究会著

日刊工業新聞社 531.9||Se 213002499

245 ナノ加工学の基礎 井原透著 共立出版 532||Ih 213002604

246 機械加工学の基礎
奥山繁樹 [ほか]
著

コロナ社 532||Ki 213002481



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

247 Introduction to THz wave photonics
X.-C Zhang,
Jingzhou Xu

Springer 535.8||Zh 213002310

248
電池システム技術 : 電気自動車・鉄道へのエ
ネルギーストレージ応用

電気学会・移動
体用エネルギー
ストレージシステ
ム技術調査専門
委員会編

オーム社 537.25||De 213002557

249
宇宙探査機はるかなる旅路へ : 宇宙ミッショ
ンをいかに実現するか (DOJIN選書:53)

山川宏著 化学同人 538.9||Ya 213002193

250
核燃料サイクル施設の社会学 : 青森県六ヶ
所村 (有斐閣選書:[1674])

舩橋晴俊, 長谷
川公一, 飯島伸
子著

有斐閣 539.4||Fu 213002088

251 同位体環境分析
馬淵久夫, 宮崎
章, 山下信義編

丸善出版 539.6||Do 213002603

252
電気電子系学生のための英語処方 : 論文執
筆から口頭発表のテクニックまで

馬場吉弘著
電気学会/オー
ム社 (発売)

540.7||Ba 213002055

253
知っておきたい電気事業の基礎 : 再生可能
エネルギー・安定供給・電気料金

電力時事問題研
究会著

日本電気協会新
聞部

540.9||Sh 213002524

254
災害と電気 (電気新聞ブックス. にっぽん電化
史:2)

都市と電化研究
会著/橋爪紳也,
加治木紳哉, 西
村陽編

日本電気協会新
聞部

540.921||Sa 213002525

255 電気回路 2 (OHM大学テキスト) 黒木修隆編著 オーム社 541.1||De||2 213002463

256
電気電子工学のための微分方程式とラプラ
ス変換 (電気学会大学講座)

前山光明 [著]
電気学会/オー
ム社 (発売)

541.2||Ma 213002494

257
省エネモータの原理と設計法 : 永久磁石同
期モータの基礎から設計・制御まで (設計技
術シリーズ)

森本茂雄, 真田
雅之著

科学技術出版/
丸善出版 (発売)

542.33||Mo 213002194

258 小水力発電がわかる本 : しくみから導入まで
全国小水力利用
推進協議会編

オーム社 543.3||Sh 213002462

259 カウントダウン・メルトダウン 上 船橋洋一著 文藝春秋 543.5||Fu||1 213002448



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

260 カウントダウン・メルトダウン 下 船橋洋一著 文藝春秋 543.5||Fu||2 213002449

261
原発を再稼働させてはいけない4つの理由
(合同ブックレット. エネルギーシリーズ:1)

eシフト (脱原発・
新しいエネルギー
政策を実現する
会) 編

合同出版 543.5||Ge 213002222

262
原子力時代の驕り : 「後は野となれ山となれ」
でメルトダウン

R.シュペーマン著
/山脇直司, 辻麻
衣子訳

知泉書館 543.5||Sp 213002223

263
Wind energy : renewable energy and the
environment : hbk (Energy and the
environment)

Vaughn Nelson CRC Press 543.6||Ne 213002282

264 C言語によるはじめて学ぶ信号処理 大石邦夫著 コロナ社 547.1||Oi 213002485

265
LINE完全活用ガイド : プライバシー設定から
LINE Playまで

アプリオ編集部著
ソフトバンククリ
エイティブ

547.4833||Li 213002405

266 Tomcatハンドブック 第2版
Jason Brittain,
Ian F. Darwin著/
村上雅章訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.4833||To 213002560

267 Flash職人になる本 和茶, モナ倉著 翔泳社 547.4833||Wa 213002527

268 光通信工学 (OHM大学テキスト) 北山研一編著 オーム社 547.68||Hi 213002457

269 超臨場感システム
映像情報メディア
学会編

オーム社 547.8||Ch 213002556

270
よくわかるS3D映像制作 : 実例から学ぶ立体
視の作り方 : Stereoscopic 3D

宮島英豪著
ワークスコーポ
レーション

547.8||Mi 213002551

271
非線形最適制御入門 (システム制御工学シ
リーズ:18)

大塚敏之著 コロナ社 548.3||Sh||18 213002482

272 演習で学ぶディジタル制御 森泰親著 森北出版 548.31||Mo 213002503



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

273
制御工学 : 技術者のための、理論・設計から
実装まで (専門基礎ライブラリー)

寺嶋一彦 [ほか]
著/豊橋技術科
学大学・高等専
門学校制御工学
教育連携プロジェ

実教出版 548.31||Se 213002487

274 わかりやすい論理回路
三堀邦彦, 斎藤
利通共著

コロナ社 549.3||Mi 213002478

275 わかりやすい論理回路
三堀邦彦, 斎藤
利通共著

コロナ社 549.3||Mi 213002479

276
半導体工場のすべて : 設備・材料・プロセス
から復活の処方箋まで

菊地正典著 ダイヤモンド社 549.8||Ki 213002492

277
半導体プロセス・形状シミュレーション技術 :
加工精度向上のツボ

重里有三, 高木
茂行共著

オーム社 549.8||Sh 213002555

278
Industrial applications of laser diagnostics :
hardback

Yoshihiro
Deguchi

CRC Press 549.95||De 213002311

279 ドレスト光子 : 光・物質融合工学の原理 大津元一著 朝倉書店 549.95||Ot 213002607

280 レーザ安全ガイドブック 第4版
光産業技術振興
協会編

新技術コミュニ
ケーションズ

549.95||Re 213002553

281 走査型プローブ顕微鏡入門 秦信宏編著 オーム社 549.97||So 213002465

282
元気な会社からの「企業だより」 : 化学研究
の現場

日本化学会編 化学工業日報社 570.21||Ge 213002504

283
微粒子・ナノ粒子 (最先端材料システムOne
Point:7)

高分子学会編集 共立出版 571.2||Bi 213002473

284 ベーシック分離工学 伊東章著 化学同人 571.4||It 213002564

285 ベーシック分離工学 伊東章著 化学同人 571.4||It 213002565



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

286 ベーシック分離工学 伊東章著 化学同人 571.4||It 213002566

287 反応工学
草壁克己, 増田
隆夫共著

三共出版 571||Ku 213002486

288 図解光触媒のすべて
橋本和仁, 藤嶋
昭監修

オーム社 572.7||Zu 213002558

289 架橋反応ハンドブック 中山雍晴著 丸善出版 578.036||Na 213002414

290
高分子の精密合成と高次構造制御 (ポリマー
フロンティア21シリーズ:21)

高分子学会編 エヌ・ティー・エス 578||Ko 213002552

291 遺伝子工学 : 基礎から応用まで 野島博著 東京化学同人 579.93||No 213002579

292
乳酸菌の保健機能と応用 普及版 (CMCテク
ニカルライブラリー:457. バイオテクノロジーシ
リーズ)

上野川修一監修
シーエムシー出
版

588.51||Ny 213002656

293 実験農芸化学 : 21世紀のバイオサイエンス

東京大学大学院
農学生命科学研
究科応用生命化
学専攻・応用生
命工学専攻編

朝倉書店 613.3||Ji 213002623

294
森の分子生態学 : 遺伝子が語る森林のすが
た 2 (種生物学研究:第23号, 特別号)

種生物学会編 文一総合出版 653.17||Ts||2 213002589

295 商業・まちづくり口辞苑 (SGビジネス双書) 石原武政著
碩学舎/中央経
済社 (発売)

673.7||Is 213002149

296 百貨店の博物史 海野弘著
アーツアンドクラ
フツ

673.83||Un 213002620

297 現代消費者行動論 増補版
松江宏, 村松幸
廣編著

創成社 675||Ge 213002210

298
TPPで暮らしはどうなる? (岩波ブックレッ
ト:876)

鈴木宣弘 [ほか]
著

岩波書店 678.3||Tp 213002084



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

299 TPPで日本はどうなる : 著作権処理済版
[ジャパン通信情
報センター制作・
著作]

ジャパン通信情
報センター

678||DVD||1783 213001998

300
モバイルデザインパターン : ユーザーインタ
フェースのためのパターン集

Theresa Neil著/
牧野聡訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

694.6||Ne 213002467

301 世界の美しい透明な生き物
武田正倫, 西田
賢司監修

エクスナレッジ 748||Se 213002196

302
リアル・アノニマスデザイン : ネットワーク時代
の建築・デザイン・メディア

岡田栄造, 山崎
泰寛, 藤村龍至
編著

学芸出版社 757.04||Ri 213002197


