
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
Fortran90/95による有限要素法プログラミン
グ : 非線形シェル要素プログラム付

藤井文夫, 田中真人, 佐藤維
美著

丸善出版 501.341||Fu 213004982

2
Pythonによるデータ分析入門 : NumPy、
pandasを使ったデータ処理

ウェス・マッキニー著/小林儀
匡 [ほか] 訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

007.64||Mc 213005005

3 R Commanderによるデータ解析 第2版
大森崇, 阪田真己子, 宿久洋
著

共立出版 417||Om 213004990

4 SPSSによる統計処理の手順 第7版 石村貞夫, 石村光資郎著 東京図書 417||Is 213005010

5
アインシュタインのパラドックス : EPR問題と
ベルの定理

アンドリュー・ウィテイカー
[著]/和田純夫訳

岩波書店 421.3||Wh 213004992

6
キリンの斑論争と寺田寅彦 (岩波科学ライ
ブラリー:220)

松下貢編 岩波書店 404||Ki 213005044

7
コンピュータビジョン : 最先端ガイド 6 (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||6 213005039

8
スバラシク実力がつくと評判の力学キャンパ
ス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単
位なんて楽に取れる! 改訂2

馬場敬之著 マセマ出版社 423||Ba 213005006

9
スピンと角運動量 : 量子の世界の回転運動
を理解するために (フロー式物理演習シリー
ズ:20)

岡本良治著 共立出版 421.3||Ok 213005130

10
そして最後にヒトが残った : ネアンデルター
ル人と私たちの50万年史

クライブ・フィンレイソン著/上
原直子訳

白揚社 469.2||Fi 213005018

11
はかる・みせる・読みとく (地球環境学マニュ
アル:2)

人間文化研究機構総合地球
環境学研究所編

朝倉書店 519.07||Ch||2 213004988

12 ブラウン有機化学 上
Brown [ほか] 著/井上将行
[ほか] 訳

東京化学同人 437||Br||1 213004986

13
モンティ・ホール問題 : テレビ番組から生ま
れた史上最も議論を呼んだ確率問題の紹
介と解説

ジェイソン・ローゼンハウス著
/松浦俊輔訳

青土社 417.1||Ro 213005009

14
因子分析大作戦 (とある弁当屋の統計技師
(データサイエンティスト):2)

石田基広著 共立出版 675||Is||2 213005011

15 宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか
ロジャー・ペンローズ [著]/竹
内薫訳

新潮社 443.9||Pe 213005134

16 宇宙物理学 (KEK物理学シリーズ:3)
小玉英雄, 井岡邦仁, 郡和範
著

共立出版 420.8||Ke||3 213005016

17 海岸工学 木村晃著 森北出版 517.8||Ki 213005013

18 基本からわかる電力システム講義ノート 荒井純一 [ほか] 共著 オーム社 543.1||Ki 213005017
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19
機械構造弾性力学 : 弾性力学の基礎と
MATLABによる有限要素解析

小松敬治著 森北出版 531.3||Ko 213005019

20 機械設計ハンドブック : JIS対応 武田信之著 共立出版 531.9||Ki 213004989

21 機械翻訳 (自然言語処理シリーズ:4) 渡辺太郎 [ほか] 著 コロナ社 007.636||Sh||4 213005133

22
共同研究のすすめ (地球環境学マニュア
ル:1)

人間文化研究機構総合地球
環境学研究所編

朝倉書店 519.07||Ch||1 213004987

23
芸術を創る脳 : 美・言語・人間性をめぐる対
話

酒井邦嘉編/曽我大介 [ほ
か] 著

東京大学出版会 704||Ge 213005007

24 結晶化学 : 基礎から最先端まで 大橋裕二著 裳華房 459.96||Oh 213005131

25
今度こそわかるくりこみ理論 (今度こそわか
るシリーズ)

園田英徳著 講談社 421.3||So 213005132

26
種痘伝来 : 日本の「開国」と知の国際ネット
ワーク

アン・ジャネッタ [著]/廣川和
花, 木曾明子訳

岩波書店 493.82||Ja 213005045

27 数学再入門 : 心に染みこむ数学の考え方 長岡亮介著 日本評論社 410||Na 213004991

28 地球温暖化の事典
国立環境研究所地球環境研
究センター編著

丸善 451.85||Ch 213005143

29 電子デバイス工学 第2版
古川静二郎, 荻田陽一郎, 浅
野種正共著

森北出版 549.8||Fu 213004981

30
文系のためのエネルギー入門 : バークレー
白熱教室講義録

リチャード・A・ムラー著/NHK
「バークレー白熱教室」制作
チーム, 杉田晶子訳

早川書房 501.6||Mu 213005008

31
有限要素法で学ぶ現象と数理 : FreeFem++
数理思考プログラミング (シリーズ応用数理:
第4巻)

大塚厚二, 高石武史著 共立出版 414||Ot 213005129

32
有性生殖論 : 「性」と「死」はなぜ生まれたの
か (NHKブックス:1212)

高木由臣著 NHK出版 467.3||Ta 213005012

33 量子情報への表現論的アプローチ 林正人著 共立出版 007.1||Ha 213005135

34 量子論のための表現論 林正人著 共立出版 421.3||Ha 213005128

35
連立方程式から学ぶ行列・行列式 : 意味と
計算の完全理解 (数学のかんどころ:23)

岡部恒治, 長谷川愛美, 村田
敏紀著

共立出版 410.8||Su||23 213005127


