
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文
の書きかた

上出洋介著 丸善出版 407||Ka 214001120

2 Oxford数学史
Eleanor Robson,
Jacqueline
Stedall編

共立出版 410.2||Ox 214000701

3 Elements of applied bifurcation theory 3rd ed :
pbk(Applied mathematical sciences:v. 112)

Yuri A.
Kuznetsov

Springer 410.8||Ap||112 214001031

4 数学超絶難問 : 時代を超えて天才の頭脳に挑
戦!

小野田博一著
日本実業出版
社

410||On 214000703

5
スピン流とトポロジカル絶縁体 : 量子物性とスピ
ントロニクスの発展(基本法則から読み解く物理
学最前線:1)

齊藤英治, 村上
修一著

共立出版 420.8||Ki||1 214000900

6 マルチフェロイクス : 物質中の電磁気学の新展
開(基本法則から読み解く物理学最前線:2)

有馬孝尚著 共立出版 420.8||Ki||2 214000901

7 相対論入門 : 時空の対称性の視点から(フロー
式物理演習シリーズ:18)

中村純著 共立出版 421.2||Na 214000904

8 量子統計力学 : マクロな現象を量子力学から理
解するために(フロー式物理演習シリーズ:10)

石原純夫, 泉田
渉著

共立出版 421.4||Is 214000902

9 大学生のための力学入門
小宮山進, 竹川
敦共著

裳華房 423||Ko 214000905

10 振動と波動 : 身近な普遍的現象を理解するため
に(フロー式物理演習シリーズ:6)

田中秀数著 共立出版 424||Ta 214000903

11 光の百科事典
谷田貝豊彦編集代表
/桑山哲郎 [ほか] 編
集委員

丸善出版 425.036||Hi 214000979

12
Introduction to laser physics : with 99 figures
2nd ed : pbk : gw(Springer series in optical
sciences:v. 44)

Koichi Shimoda/[English
translation by Munetada
Yamamuro]

Springer-Verlag 425.08||Sp||44 214001025

13 納得しながら電磁気学(納得しながら学べる物理
シリーズ:3)

岸野正剛著 朝倉書店 427||Ki 214000704

14 電気磁気学 : 工学の基礎 松本聡著 裳華房 427||Ma 214000906

15 The physics of low-dimensional semiconductors
: an introduction : pbk

John H. Davies
Cambridge
University Press

428.8||Da 214001132

16 光る生物の話(朝日選書:917) 下村脩著 朝日新聞出版 431.54||Sh 214000907
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17 化学実験の事故事例・事故防止ハンドブック 鈴木仁美著 丸善出版 432||Su 214000705

18 分子から酵素を探す化合物の事典 八木達彦編著
みみずく舎/医
学評論社 (発売)

437.033||Bu 214001000

19 ゼンリン住宅地図と最新ネット地図の秘密 内田宗治著 実業之日本社 448.9||Uc 214000881

20 素粒子で地球を視る : 高エネルギー地球科学入
門

田中宏幸, 竹内
薫著

東京大学出版
会

450.12||Ta 214000929

21 ゼミナール地球科学入門 : よくわかるプレート・
テクトニクス

宮下敦著 日本評論社 450||Mi 214000923

22 気象災害を科学する(Beret science) 三隅良平著 ベレ出版 451.98||Mi 214000712

23 南海トラフ巨大地震 : 歴史・科学・社会(叢書震
災と社会)

石橋克彦著 岩波書店 453||Is 214000925

24 地震と火山のメカニズム(災害を科学する:1)
木庭元晴編著/宇井
忠英, 貝柄徹, 桑原希
世子著

古今書院 453||Ji 214001002

25 絵でわかるプレートテクトニクス : 地球進化の謎
に挑む(絵でわかるシリーズ)

是永淳著 講談社 455.8||Ko 214000709

26 微化石研究マニュアル 新版
尾田太良, 佐藤
時幸編

朝倉書店 457.07||Bi 214000710

27 ミクロな化石、地球を語る : 微化石に刻まれた絶
滅と再生(知りたいサイエンス:090)

谷村好洋著 技術評論社 457||Ta 214000924

28 薄片でよくわかる岩石図鑑 : 含まれる鉱物や組
織で種類を知る

チームG編 誠文堂新光社 458.038||Ha 214000927

29 鉱物結晶図鑑 野呂輝雄編著
東海大学出版
会

459.9||Ko 214000928

30 生物学名辞典 平嶋義宏著
東京大学出版
会

460.34||Se 214000989

31 Statistics at the bench : a step-by-step
handbook for biologists

M. Bremer, R.W.
Doerge

Cold Spring
Harbor
Laboratory
Press

461.9||Br 214001029

32 Statistical and data handling skills in biology 3rd
ed : pbk

Roland Ennos Pearson 461.9||En 214001044

33 Molecular cell biology 7th ed : International ed
Harvey Lodish ...
[et al.]

W.H. Freeman 464.1||Mo 214001045



34 Protein engineering and design : hardcover

edited by
Sheldon J. Park,
Jennifer R.
Cochran

CRC Press 464.2||Pr 214001030

35 生化学ノート : 書く!塗る!わかる! : カラー図解 森誠著 講談社 464||Mo 214000908

36 An introduction to plant physiology
by Otis F. Curtis
and Daniel G.
Clark

LiteraryLicensin
g

471.5||Cu 214001032

37 感情の猿=人 (enjin)(シリーズ生きる思想:2) 菅原和孝著 弘文堂 489.95||Su 214000874

38 医療者のためのコミュニケーション入門 改訂 杉本なおみ著 精神看護出版 490.14||Su 214000937

39 医学不要論 : 全く不要な9割の医療と、イガクム
ラの詐術

内海聡著 三五館 490.4||Ut 214000708

40 新がん革命 : 初めてがんの原因がわかった!(超
☆いきいき:001)

安保徹, 船瀬俊
介, 奇埈成著

ヒカルランド 491.65||Ab 214000707

41 放射線被ばくCT検査でがんになる 近藤誠著 亜紀書房 492.4||Ko 214000910

42 バイブレーショナル・メディスン : いのちを癒す
「エネルギー医学」の全体像

リチャード・ガーバー
著/上野圭一監訳/真
鍋太史郎訳

日本教文社 492.79||Ge 214000913

43 ホリスティックヘルスこころとからだの健康法
サロン・ド・ソフィ
ア編著

カナリア書房 492.79||Ho 214001049

44 大腸をきれいにすれば、病気にならない(100歳
まで長生きレシピ)

ノーマン・ウォー
カー著

徳間書店 493.46||Wa 214000921

45 精神医学文献事典
松下正明編者代
表

弘文堂 493.7||Se 214000981

46 大笑い!精神医学 : 精神医学を100%否定する理
由

内海聡著/めん
どぅーさマンガ

三五館 493.7||Ut 214000914

47
今、注目の超高濃度ビタミンC点滴療法 : がん治
療からアンチエイジングまで点滴療法のすべて
がわかる

水野春芳著 日本文芸社 494.5||Mi 214000920

48 抗がん剤は効かない 近藤誠著 文芸春秋 494.53||Ko 214000911

49 本当に怖い歯の詰め物 : 誰も知らなかった病気
の原因

ハル・ハギンズ
著/田中信男訳

ダイナミックセ
ラーズ出版

497.8||Hu 214000916

50 口の中に潜む恐怖 : アマルガム水銀中毒からの
生還

ダニー・スタイン
バーグ著/山田
純訳

ダイナミックセ
ラーズ出版

497.8||St 214000917



51 虫歯から始まる全身の病気 : 隠されてきた「歯原
病」の実態

ジョージ・E・マイ
ニー著/恒志会
訳

恒志会/農山漁
村文化協会 (発
売)

497||Me 214000919

52 歯の本 : 歯医者に行く前に読む : いい歯医者の
見分け方 : 決定版

釣部人裕著
ダイナミックセ
ラーズ出版

497||Ts 214000918

53 質的研究 step by step : すぐれた論文作成をめ
ざして

波平恵美子, 道
信良子著

医学書院 498.07||Na 214000695

54 実務医事法 第2版 加藤良夫編著 民事法研究会 498.12||Ji 214000686

55 生と死,そして法律学(学術選書:132. 医事法・刑
法)

町野朔著 信山社 498.12||Ma 214000999

56 日本人には塩が足りない! : ミネラルバランスと心
身の健康

村上譲顕著
東洋経済新報
社

498.3||Mu 214000915

57
アーユルヴェーダ入門 : インド伝統医学で健康
に! : 脈診・ヨーガ・マッサージ・食事などで病気と
老化をふせぐ(地球丸からだブックス)

上馬場和夫, 西
川眞知子著

地球丸 498.3||Ue 214000912

58 自分で治すヨガの教え : 生理痛*冷え性*腰痛 :
いそがしくても大丈夫!寝る前3分で整える

石井久恵著/石
井三郎監修

パブラボ/星雲
社 (発売)

498.34||Is 214000706

59 超ヨガ 龍村修著 幻冬舎 498.34||Ta 214000909

60 魔法の指ヨガ : 龍村式 : いつでもどこでも簡単に
不調を解消

龍村修著 法研 498.34||Ta 214000922

61 ショック!!やっぱりあぶない電磁波 : スマホにイヤ
ホンを

船瀬俊介著
花伝社/共栄書
房 (発売)

498.4||Fu 214001001

62 食品微生物学辞典
日本食品微生物
学会監修

中央法規出版 498.54||Sh 214000984

63 Nanostructures & nanomaterials : synthesis,
properties & applications : pbk

Guozhong Cao

Imperial College
Press/Distributed by
World Scientific Pub.
Co.

501.4||Ca 214001024

64
Standard specifications for concrete structures-
2002 : materials and construction(JSCE
guidelines for concrete:6)

edited by Tamon
Ueda

Japan Society of Civil
Engineers/Maruzen
International Division
(distributor)

511.7||St||'02-6 214001035

65 都市計画法改正 : 「土地総有」の提言
五十嵐敬喜, 野
口和雄, 萩原淳
司著

第一法規 518.8||Ig 214000882

66 図説ヴェルサイユ宮殿 : 太陽王ルイ14世とブル
ボン王朝の建築遺産(ふくろうの本)

中島智章著 河出書房新社 523.35||Na 214000956

67 パリの街並みと暮らし : 知られざる魅力

マリー・ル・ゴアジ
ウ著/リズ・エル
ツォーグ絵/前島美
知子訳

西村書店 523.353||Le 214000951



68 高分子ナノテクノロジーハンドブック : 最新ポリ
マーABC技術を中心として

西敏夫編集代表/
泉善一郎 [ほか]
編集幹事

エヌ・ティー・エ
ス

578||Ko 214000978

69 田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉格著 講談社 588.32||Wa 214000692

70 庭師が語るヴェルサイユ
アラン・バラトン
著/鳥取絹子訳

原書房 629.23||Ba 214000722

71 ジオビジネス : GISによる小売店の立地評価と集
客予測

高阪宏行著 古今書院 675.2||Ko 214000879

72 パリのメトロ歴史物語
ピエール=ガブリエ
ル=ロジェ・ミケル著
/蔵持不三也訳

原書房 686.2353||Mi 214000961
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