
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 ニューメディアの言語 : デジタル時代のアート、
デザイン、映画

レフ・マノヴィッチ
[著]/堀潤之訳

みすず書房 007.1||Ma 214001707

2 通信理論入門
坂庭好一, 笠井
健太共著

コロナ社 007.1||Sa 214001907

3 よくわかる認知科学(やわらかアカデミズム・「わ
かる」シリーズ)

乾敏郎, 吉川左
紀子, 川口潤編

ミネルヴァ書房 007.1||Yo 214001714

4 入門パターン認識と機械学習
後藤正幸, 小林
学著

コロナ社 007.13||Go 214001550

5 統計的学習の基礎 : データマイニング・推論・予
測

トレバー・ヘイス
ティ, ロバート・
ティブシラニ,
ジェローム・フ

共立出版 007.13||Ha 214001141

6
ビッグデータ入門 : 分析から価値を引き出す
データサイエンスの時代へ : いま必要な知識が3
時間で身につく(できるポケット+)

小林孝嗣, できる
シリーズ編集部
著

インプレスジャパ
ン/インプレスコ
ミュニケーションズ
(発売)

007.3||Bi 214001319

7 ITビジネスの原理 尾原和啓著 NHK出版 007.35||Ob 214001322

8 ITビジネスの原理 尾原和啓著 NHK出版 007.35||Ob 214001323

9 メンタルモデル : ユーザーへの共感から生まれ
るUXデザイン戦略

Indi Young著/酒
井洋平 [ほか]
訳

丸善出版 007.6||Yo 214001581

10 NOSQLの基礎知識 : ビッグデータを活かすデー
タベース技術

本橋信也, 河野
達也, 鶴見利章
著

リックテレコム 007.609||Mo 214001526

11 チーム開発実践入門 : 共同作業を円滑に行う
ツール・メソッド(Web+DB Pressプラスシリーズ)

池田尚史, 藤倉
和明, 井上史彰
著

技術評論社 007.63||Ik 214001535

12 チーム開発実践入門 : 共同作業を円滑に行う
ツール・メソッド(Web+DB Pressプラスシリーズ)

池田尚史, 藤倉
和明, 井上史彰
著

技術評論社 007.63||Ik 214001536

13 Gitポケットリファレンス(Pocket reference)
岡本隆史, 武田
健太郎, 相良幸
範著

技術評論社 007.63||Ok 214001537

14 Gitポケットリファレンス(Pocket reference)
岡本隆史, 武田
健太郎, 相良幸
範著

技術評論社 007.63||Ok 214001538

15 Linuxシステム[実践]入門(Software design plus
シリーズ)

沓名亮典著 技術評論社 007.634||Ku 214001529

16 Linuxシステム[実践]入門(Software design plus
シリーズ)

沓名亮典著 技術評論社 007.634||Ku 214001530

学生用理工系図書新着リスト(１０月)



17 Pythonではじめよう! : たのしいプログラミング

Jason R. Briggs著/磯蘭
水, 藤永奈保子, 鈴木悠
共訳/オーム社開発局
企画編集

オーム社 007.64||Br 214001374

18
ゲーム計算メカニズム : 将棋・囲碁・オセロ・チェ
スのプログラムはどう動く(コンピュータ数学シ
リーズ:7)

小谷善行編著/岸
本章宏, 柴原一友,
鈴木豪共著

コロナ社 007.64||Ge 214001320

19 プログラムはこうして作られる : プログラマの頭
の中をのぞいてみよう

平山尚著 秀和システム 007.64||Hi 214001324

20 プログラムはこうして作られる : プログラマの頭
の中をのぞいてみよう

平山尚著 秀和システム 007.64||Hi 214001325

21 入門ゲームプログラミング(Professional game
developer)

チャールズ・ケ
リー著/ぷれす訳

SBクリエイティブ 007.64||Ke 214001327

22 Pythonクックブック

Alex Martelli, Anna
Martelli Ravenscroft,
David Ascher著/鴨澤眞
夫 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Ma 214001505

23 いちばんやさしいアルゴリズムの本 みわよしこ著 技術評論社 007.64||Mi 214001329

24 情報表現入門 : Processingプログラミング 美馬義亮著
公立はこだて未来
大学出版会/近代
科学社 (発売)

007.64||Mi 214001389

25 Leap Motion プログラミングガイド(I/O books) 中村薫著 工学社 007.64||Na 214001543

26 Processingをはじめよう(Make: projects)
Casey Reas, Ben
Fry著/船田巧訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Re 214001547

27 Processingをはじめよう(Make: projects)
Casey Reas, Ben
Fry著/船田巧訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Re 214001548

28 Kinect for Windows SDK実践プログラミング(I/O
books)

杉浦司, 中村薫
著

工学社 007.64||Su 214001549

29 シェルスクリプト高速開発手法入門 : フルスク
ラッチから1日でCMSを作る

上田隆一, 後藤
大地著

KADOKAWA 007.64||Ue 214001527

30 シェルスクリプト高速開発手法入門 : フルスク
ラッチから1日でCMSを作る

上田隆一, 後藤
大地著

KADOKAWA 007.64||Ue 214001528

31 Making Things See : KinectとProcessingではじめ
る3Dプログラミング(Make: projects)

Greg Borenstein
著/水原文訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.642||Bo 214001390

32 Computer graphics gems JP : コンピュータグラ
フィックス技術の最前線 2013/2014

三谷純 [ほか]
著

ボーンデジタル
007.642||Ko||'13
-'14

214001310

33
Basic design rule : 伝わるデザインの基本 : よい
資料を作るためのレイアウトのルール : 学校や
会社では教えてくれない!?

高橋佑磨, 片山
なつ著

技術評論社 021.4||Ta 214001580

34 クラウドからAIへ : アップル、グーグル、フェイス
ブックの次なる主戦場(朝日新書:415)

小林雅一著 朝日新聞出版 080||As||415 214001399



35 マンガ物理に強くなる : 力学は野球よりやさしい
(ブルーバックス:B-1605)

関口知彦原作/
鈴木みそ漫画

講談社 080||Bu||1605 214001690

36 タイムマシンの話(ブルーバックス:B-1742. マンガ
で読む)

都筑卓司 [原作]/
秋鹿さくら漫画/銀
杏社構成

講談社 080||Bu||1742 214001689

37 真空のからくり : 質量を生み出した空間の謎(ブ
ルーバックス:B-1836)

山田克哉著 講談社 080||Bu||1836 214001688

38
宇宙最大の爆発天体ガンマ線バースト : どこか
ら来るのか、なぜ起こるのか(ブルーバックス:B-
1857)

村上敏夫著 講談社 080||Bu||1857 214001682

39 発展コラム式中学理科の教科書 改訂版 物理・
化学編(ブルーバックス:B-1860, 1861)

滝川洋二編 講談社 080||Bu||1860 214001681

40 マンガ生物学に強くなる : 細胞、DNAから遺伝子
工学まで(ブルーバックス:B-1872)

堂嶋大輔作 講談社 080||Bu||1872 214001256

41 嘘と絶望の生命科学(文春新書:986) 榎木英介著 文藝春秋 080||Bu||986 214001493

42 音楽を愛でるサル : なぜヒトだけが愉しめるのか
(中公新書:2277)

正高信男著 中央公論新社 080||Ch||2277 214001162

43 理系アナ桝太一の生物部な毎日(岩波ジュニア
新書:780)

桝太一著 岩波書店 080||Iw||780 214001189

44 恐竜 : 化石記録が示す事実と謎(サイエンス・パ
レット:017)

David Norman著
/大橋智之訳

丸善出版 080||Sa||017 214001191

45 よくわかる心理統計(やわらかアカデミズム・「わ
かる」シリーズ)

山田剛史, 村井
潤一郎著

ミネルヴァ書房 140.7||Ya 214001313

46 錯視入門 北岡明佳著 朝倉書店 145.5||Ki 214001314

47 Differential equations of my young years : hbk.
by Vladimir
Maz'ya

Birkhäuser 289.3||Ma 214001223

48 Arnold Sommerfeld : science, life and turbulent
times 1868-1951 pbk.

Michael
Eckert/translate
d by Tom Artin

Springer 289.3||So 214001596

49 人口と感染症の数理 : 年齢構造ダイナミクス入
門

ミンモ・イアネリ,
稲葉寿, 國谷紀
良著

東京大学出版
会

334.1||Ia 214001507

50 アイデア・イノベーション : 創発を生むチーム発
想術(Facilitation skills)

堀公俊, 加藤彰
著

日本経済新聞
出版社

336.1||Ho 214001350

51 ゲームストーミング : 会議、チーム、プロジェクト
を成功へと導く87のゲーム

Dave Gray, Sunni
Brown, James
Macanufo著/武舎広
幸, 武舎るみ訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

336.2||Gr 214001546

52 A guide to the project management body of
knowledge (PMBOK guide) 5th ed : pbk

Project
Management
Institute

336||Gu 214001208



53 現場ですぐ使える時系列データ分析 : データサ
イエンティストのための基礎知識

横内大介, 青木
義充著

技術評論社 338.019||Yo 214001317

54 アクチュアリーのための生命保険数学入門
京都大学理学部ア
クチュアリーサイエ
ンス部門編

岩波書店 339.1||Ak 214001275

55 大衆社会の処方箋 : 実学としての社会哲学(叢
書新文明学:1)

藤井聡, 羽鳥剛
史著

北樹出版 361.62||Fu 214001348

56 暮らしの質を測る : 経済成長率を超える幸福度
指標の提案

ジョセフ・E・スティグリッ
ツ, アマティア・セン, ジャ
ンポール・フィトゥシ著/
福島清彦訳

金融財政事情
研究会/きんざ
い (発売)

361.9||St 214001412

57
可能性を最大限に引き出す人材システムの構築
: 「世界で最もイノベーションに適した国」へ(科学
技術白書:平成26年版)

文部科学省編
日経印刷/全国
官報販売協同
組合 (発売)

402.1||Ka||26 214001217

58 日本の近代科学史 : 新装版(科学史ライブラ
リー)

杉山滋郎著 朝倉書店 402.106||Su 214001311

59 Serendipity : accidental discoveries in science
Royston M. Roberts/edited with
notes by Kaneaki Inazumi, Koichi
Yonemoto

Shohakusha 402||Ro 214001209

60 信じられない現実の大図鑑
ドーリング・キン
ダースリー編/こ
どもくらぶ訳

東京書籍 403.8||Sh 214001409

61 背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返され
るのか?

ウイリアム・ブロー
ド, ニコラス・ウェイ
ド著/牧野賢治訳

講談社 407||Br 214001142

62 理系脳を育てる実験と工作 実験編(ニュートン別
冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 407||Ri 214001676

63 理系脳を育てる実験と工作 工作編(ニュートン別
冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 407||Ri 214001677

64 研究者のための思考法10のヒント : 知的しなや
かさで人生の壁を乗り越える

島岡要著 羊土社 407||Sh 214001140

65 数学の歴史 1 : 新装版
ボイヤー [著]/
加賀美鉄雄, 浦
野由有訳

朝倉書店 410.2||Bo||1 214001294

66 数学の歴史 2 : 新装版
ボイヤー [著]/
加賀美鉄雄, 浦
野由有訳

朝倉書店 410.2||Bo||2 214001295

67 数学の歴史 3 : 新装版
ボイヤー [著]/
加賀美鉄雄, 浦
野由有訳

朝倉書店 410.2||Bo||3 214001296

68 数学の歴史 4 : 新装版
ボイヤー [著]/加
賀美鉄雄, 浦野由
有訳

朝倉書店 410.2||Bo||4 214001297

69 数学の歴史 5 : 新装版
ボイヤー [著]/
加賀美鉄雄, 浦
野由有訳

朝倉書店 410.2||Bo||5 214001298

70 オイラーから岡潔まで(近代数学史の成立:解析
篇)

高瀬正仁著 東京図書 410.2||Ta 214001355



71 数学の証明のしかた(発見的教授法による数学
シリーズ:1)

秋山仁著 森北出版 410.8||Ak||1 214001366

72 数学の発想のしかた(発見的教授法による数学
シリーズ:3)

秋山仁著 森北出版 410.8||Ak||3 214001367

73 数学の視覚的な解きかた(発見的教授法による
数学シリーズ:4)

秋山仁著 森北出版 410.8||Ak||4 214001368

74 1次変換のしくみ : 線形代数へのウォーミング
アップ(発見的教授法による数学シリーズ:別巻1)

秋山仁著 森北出版 410.8||Ak||別1 214001369

75 数学の計算回避のしかた(発見的教授法による
数学シリーズ:別巻2)

秋山仁著 森北出版 410.8||Ak||別2 214001370

76
Applications of Lie groups to differential
equations 2nd ed : softcover(Graduate texts in
mathematics:107)

Peter J. Olver Springer-Verlag 410.8||Gr||107 214001440

77
A course in complex analysis and Riemann
surfaces(Graduate studies in mathematics:v.
154)

Wilhelm Schlag
American
Mathematical
Society

410.8||Gr||154 214001432

78
The Hamiltonian formalism : gw(Die Grundlehren
der mathematischen Wissenschaften:311.
Calculus of variations:2)

Mariano Giaquinta,
Stefan Hildebrandt

Springer-Verlag 410.8||Gr||311 214001437

79 微分方程式講義(ライブラリ数理・情報系の数学
講義:4)

金子晃著 サイエンス社 410.8||Ra||4 214001277

80 The joy of factoring(Student mathematical
library:v. 68)

Samuel S.
Wagstaff, Jr

American
Mathematical
Society

410.8||St||68 214001691

81
Classical mechanics with calculus of variations
and optimal control : an intuitive
introduction(Student mathematical library:v. 69)

Mark Levi
American Mathematical
Society/Mathematics
Advanced Study Semesters

410.8||St||69 214001428

82 Asymptopia : [pbk.](Student mathematical
library:v. 71)

Joel Spencer
with Laura
Florescu

American
Mathematical
Society

410.8||St||71 214001429

83 確率と乱数(数学書房選書:4)
杉田洋著/桂利
行 [ほか] 編

数学書房 410.8||Su||4 214001276

84 かぎもと流目からウロコの相談塾 : 高校数学点
が取れる!役に立つ!(チャートBOOKS)

鍵本聡著 数研出版 410||Ka 214001291

85 数学ぎらいに効くクスリ(チャートBOOKS) 小林道正 数研出版 410||Ko 214001292

86 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 214001190

87 最新MATLABハンドブック 第5版 小林一行著 秀和システム 410||Sa 214001166

88 編入数学入門 : 大学編入試験対策 : 講義と演
習

桜井基晴著 聖文新社 410||Sa 214001356



89 編入数学過去問特訓 : 大学編入試験対策 : 入
試問題による徹底演習

桜井基晴著 聖文新社 410||Sa 214001357

90 編入数学徹底研究 : 大学編入試験対策 : 頻出
問題と過去問題の演習

桜井基晴著 聖文新社 410||Sa 214001358

91 バナッハ-タルスキの密室 瀬山士郎著 日本評論社 410||Se 214001286

92
数学は暗記だ! : 受かる青チャートの使い方 : 和
田式要領勉強術 改訂版(大学受験合格請負シ
リーズ)

和田秀樹著 ブックマン社 410||Wa 214001289

93 頭がよくなる!和田式「算数・数学」徹底活用ト
レーニング(チャートBOOKS:Special issue)

和田秀樹著 数研出版 410||Wa 214001290

94 大学数学への道 : 入試問題研究 : 受験だけの
数学で終らせないために

米谷達也, 斉藤
浩著

現代数学社 410||Yo 214001283

95 数学序説(ちくま学芸文庫:[ヨ13-1])
吉田洋一, 赤攝
也著

筑摩書房 410||Yo 214001287

96 サクサク読んで単位を取得サク単!線形代数
江見圭司, 中西
祥彦著

東京図書 411.3||Em 214001388

97 線型代数と固有値問題 : スペクトル分解を中心
に : 新装版

笠原晧司著 現代数学社 411.3||Ka 214001504

98 初歩からの線形代数 牛瀧文宏編 講談社 411.3||Sh 214001362

99 線型代数講義 : 現代数学への誘い 高橋礼司著 日本評論社 411.3||Ta 214001503

100 不可能の証明へ(大数学者の数学:11. アーベル:
前編)

高瀬正仁著 現代数学社 411.4||Ta 214001274

101 ガロアに出会う : はじめてのガロア理論
のんびり数学研
究会著

数学書房 411.73||Ga 214001285

102 高次元代数多様体論(岩波数学叢書) 川又雄二郎著 岩波書店 411.8||Ka 214001506

103 チャート式代数学 復刻版 星野華水著 数研出版 411||Ho 214001386

104 Algebraic theory of quadratic
numbers(Universitext)

Mak Trifković Springer 412.2||Tr 214001224

105 解析的整数論への誘い(整数論:3) 雪江明彦著 日本評論社 412||Yu||3 214001501

106 微分積分演習 新版(新版数学シリーズ)
岡本和夫 [ほか]
著

実教出版 413.3||Bi 214001365



107 サクサク読んで単位を取得サク単!微分積分
江見圭司, 中西
祥彦著

東京図書 413.3||Em 214001387

108 意味がわかる微分積分 : 会話で学んで、図解で
なっとく(知りたいサイエンス:058)

本多庸悟著 技術評論社 413.3||Ho 214001299

109 よくわかる微分積分概論
笹野一洋, 南部
徳盛, 松田重生
共著

近代科学社 413.3||Sa 214001281

110 よくわかる微分積分概論演習
笹野一洋, 南部
徳盛, 松田重生
共著

近代科学社 413.3||Sa 214001282

111 微分学(微分積分学:1) 赤攝也著 日本評論社 413.3||Se||1 214001273

112 実数論講義(微分積分学:3) 赤攝也著 日本評論社 413.3||Se||3 214001502

113 親切ガイドで迷わない大学の微分積分 高橋麻奈著 技術評論社 413.3||Ta 214001359

114 概説微分積分学 雪江明彦著 培風館 413.3||Yu 214001272

115
Recent developments in real and harmonic
analysis : in honor of Carlos Segovia(Applied and
numerical harmonic analysis)

Carlos Cabrelli,
José Luis
Torrea, editors

Birkhäuser 413.5||Re 214001436

116 複素解析(物理数学コース)
高橋良雄, 内田
伏一共著

裳華房 413.52||Ta 214001268

117 フーリエ解析(物理数学コース)
井町昌弘, 内田
伏一共著

裳華房 413.59||Im 214001270

118 はじめての微分方程式入門 井上一哉著 プレアデス出版 413.6||In 214001363

119 微分方程式
剱持勝衛, 水原
昂廣著

共立出版 413.6||Ke 214001266

120 Introduction to nonlinear dispersive equations :
pbk(Universitext)

Felipe Linares,
Gustavo Ponce

Springer 413.6||Li 214001435

121 Mathematicaと微分方程式(実用数学全書) 野原勉著 日新出版 413.6||No 214001364

122 理工学のための微分方程式 長沢壯之編著 培風館 413.6||Ri 214001271

123 工科のための常微分方程式(工科のための数
理:MKM-4)

足立俊明著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

413.62||Ad 214001278

124 常微分方程式(物理数学コース)
渋谷仙吉, 内田伏一
共著 裳華房 413.62||Sh 214001267



125 侵入・伝播と拡散方程式(シリーズ・現象を解明
する数学)

二宮広和著 共立出版 413.63||Ni 214001216

126 侵入・伝播と拡散方程式(シリーズ・現象を解明
する数学)

二宮広和著 共立出版 413.63||Ni 214001500

127 偏微分方程式(物理数学コース)
渋谷仙吉, 内田
伏一共著

裳華房 413.63||Sh 214001269

128 Mathematical analysis : an introduction to
functions of several variables : hbk

Mariano
Giaquinta,
Giuseppe Modica

Birkhäuser 413||Gi 214001438

129
Fundamentals of mathematical analysis(The
Sally series. Pure and applied undergraduate
texts:20)

Paul J. Sally, Jr.
American
Mathematical
Society

413||Sa 214001430

130
Hypergeometric summation : an algorithmic
approach to summation and special function
identities 2nd ed(Universitext)

Wolfram Koepf Springer 414.7||Wo 214001594

131 Hyperbolic geometry 2nd ed : pbk(Springer
undergraduate mathematics series)

James W.
Anderson

Springer 414.8||An 214001434

132 幾何学と代数系 : geometric algebra : ハミルトン,
グラスマン, クリフォード

金谷健一著 森北出版 414||Ka 214001371

133 Axiomatic geometry(The Sally series. Pure and
applied undergraduate texts:21)

John M. Lee
American
Mathematical
Society

414||Le 214001431

134 近代解析 復刊 吉田耕作著 共立出版 415.5||Yo 214001499

135
Markov's theorem and 100 years of the uniqueness
conjecture : a mathematical journey from irrational
numbers to perfect matchings

Martin Aigner Springer 417.1||Ai 214001595

136 An introduction to stochastic differential
equations

Lawrence C.
Evans

American
Mathematical
Society

417.1||Ev 214001433

137 予測にいかす統計モデリングの基本 : ベイズ統
計入門から応用まで

樋口知之著 講談社 417||Hi 214001407

138 メタヒューリスティクスの数理
久保幹雄, J.P.ペ
ドロソ著

共立出版 417||Ku 214001321

139 共分散構造分析 : 構造方程式モデリング R編 豊田秀樹編著 東京図書 417||Ky 214001583

140 統計的因果推論 : 回帰分析の新しい枠組み(シ
リーズ予測と発見の科学:1)

宮川雅巳著 朝倉書店 417||Mi 214001582

141 工科のための確率・統計(工科のための数
理:MKM-5)

大鑄史男著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

417||Oi 214001279

142 Excelでスッキリわかるベイズ統計入門
涌井良幸, 涌井
貞美著

日本実業出版
社

417||Wa 214001318



143 忘れてしまった高校の確率統計を復習する本 :
カラー版

湯浅弘一著 中経出版 417||Yu 214001373

144 Nishina memorial lectures : creators of modern
physics(Lecture notes in physics:746)

Nishina Memorial
Foundation (ed.)

Springer 420.7||Le||746 214001439

145 WebGLによる物理シミュレーション(I/O books) 酒井幸市著 工学社 420||Sa 214001402

146
よくわかる決定版量子論 : 相対論と双璧をなす
物理学の大理論 第3版(NEWTONムック)(ニュー
トン別冊)

和田純夫監修 ニュートンプレス 421.3||Yo 214001675

147 統計力学入門 : 化学の視点から 田中一義著 化学同人 421.4||Ta 214001168

148 高校数学でわかる流体力学 : ベルヌーイの定理
から翼に働く揚力まで(ブルーバックス:B-1867)

竹内淳著 講談社 423.8||Ta 214001680

149 Molecular spectroscopy Jack D. Graybeal McGraw-Hill 425.5||Gr 214001492

150 透明マントを求めて : 天狗の隠れ蓑からメタマテ
リアルまで(Dis+coverサイエンス:012)

雨宮智宏 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

425||Am 214001352

151 絵とき放電技術基礎のきそ(Electronics series) 小林春洋著
日刊工業新聞
社

427.5||Ko 214001328

152 今度こそわかるマクスウェル方程式(今度こそわ
かるシリーズ)

岸野正剛著 講談社 427||Ki 214001361

153 基本からわかる電磁気学講義ノート
市川紀充 [ほか]
共著

オーム社 427||Ki 214001556

154 よくわかる電磁気学 前野昌弘著 東京図書 427||Ma 214001330

155 固体物理学(物理の考え方:3) 川畑有郷著 朝倉書店 428.4||Ka 214001312

156 半導体の光物性 中山正昭著 コロナ社 428.8||Na 214001554

157
放射光が拓く化学の現在と未来 : 物質科学にイ
ノベーションをもたらす光(CSJ Current
Review:14)

日本化学会編 化学同人 429||Ho 214001497

158
CRC handbook of chemistry and physics : a
ready-reference book of chemical and physical
data 91st ed. : 2010-2011

editor-in-chief, Robert C.
Weast/associate editors, Melvin
J. Astle, William H. Beyer

Chemical
Rubber/CRC
Press

430.3||Cr||91 214001588

159 Molecular quantum mechanics 5th ed : pbk
Peter Atkins and
Ronald Friedman

Oxford
University Press

431.19||At 214001426

160 ナノコロイド : 合成・物性・機能(シリーズ : 未来を
創るナノ・サイエンス&テクノロジー:第3巻)

寺西利治編著/
鳥本司, 山田真
実共著

近代科学社 431.8||Te 214001524



161 Thermal analysis of polymers : fundamentals and
applications

edited by Joseph
D. Menczel, R.
Bruce Prime

John Wiley 431.9||Th 214001441

162 Atkins' physical chemistry 10th ed : pbk
Peter Atkins,
Julio de Paula

Oxford
University Press

431||At 214001425

163 有機機器分析 : 構造解析の達人を目指して(化
学の要点シリーズ:10)

村田道雄著/日
本化学会編

共立出版 433.9||Mu 214001523

164
分析化学のべからず171 : 準備から実験までの"
やってはいけないこと"がわかる!(オシゴトべから
ずシリーズ)

日本分析化学専
門学校著

JIPMソリュー
ション

433||Bu 214001683

165 Google Earthアプリケーション開発ガイド : KML、
Earth & API徹底活用

古橋大地, 渡邉
英徳, 小山文彦
共著

KADOKAWA 448.9||Fu 214001341

166 雲の中では何が起こっているのか : 雲をつかもう
としている話(Beret science)

荒木健太郎著 ベレ出版 451.61||Ar 214001167

167 虹は七色か六色か : 真理と教育の問題を考える
(ミニ授業書)

板倉聖宣著 仮説社 451.75||It 214001280

168 Ventilating cities : air-flow criteria for healthy
and comfortable urban living(Springer geography)

Shinsuke Kato,
Kyosuke Hiyama,
editors

Springer 451.8||Ve 214001442

169 源流から干潟まで(身近な水の環境科学)
日本陸水学会東
海支部会編集

朝倉書店 452.9||Ge 214001568

170 自然の仕組みを調べるために(身近な水の環境
科学:実習・測定編)

日本陸水学会東
海支部会編集

朝倉書店 452.9||Sh 214001565

171 自然の仕組みを調べるために(身近な水の環境
科学:実習・測定編)

日本陸水学会東
海支部会編集

朝倉書店 452.9||Sh 214001566

172 機械編(東日本大震災合同調査報告) 日本機械学会著
日本機械学会/
丸善出版 (発売)

453.212||Ki 214001569

173 ジオパークを楽しむ本 : 日本列島ジオサイト地質
百選

全国地質調査業協会連
合会, 地質情報整備活
用機構, ジオ多様性研
究会共編

オーム社 455.1||Ji 214001685

174 大地が動く物語 : 最新・高知の地質
鈴木堯士, 吉倉
紳一編

南の風社 455.184||Da 214001687

175 宮崎県の地質フィールドガイド
宮崎地質研究会
編

コロナ社 455.196||Mi 214001686

176 層状化合物(化学の要点シリーズ:11)
高木克彦, 高木
慎介著/日本化
学会編

共立出版 459.62||Ta 214001495

177 生物学の歴史(講談社学術文庫:[2248])
アイザック・アシ
モフ [著]/太田次
郎訳

講談社 460.2||As 214001215

178
in vivoイメージング実験プロトコール : 原理と導
入のポイントから2光子顕微鏡の応用まで(実験
医学:別冊. 最強のステップUPシリーズ)

石井優編 羊土社 460.75||In 214001521



179
やさしくわかる生命の科学 : 生命と非生命の境
界, 最初の生命, 進化, 生命創生など(NEWTON
ムック)(ニュートン別冊)

ニュートンプレス 460||Ya 214001396

180 パソコンで簡単!すぐできる生物統計 : 統計学の
考え方から統計ソフトSPSSの使い方まで

Roland Ennos著/
打波守, 野地澄
晴訳

羊土社 461.9||En 214001227

181 パソコンで簡単!すぐできる生物統計 : 統計学の
考え方から統計ソフトSPSSの使い方まで

Roland Ennos著/
打波守, 野地澄
晴訳

羊土社 461.9||En 214001228

182 マレー数理生物学入門
James D. Murray
著/勝瀬一登 [ほ
か] 訳

丸善出版 461.9||Mu 214001508

183 Basic cell culture : a practical approach 2nd ed.
pbk.(The practical approach series:254)

edited by J.M.
Davis

Oxford
University Press

463||Ba 214001144

184 21世紀の分子生物学(英語論文セミナー)
渡辺公綱, 桂勲
編

講談社 464.1||Ni 214001449

185 Fundamentals of biochemistry : life at the
molecular level 4th ed Binder version

Donald Voet,
Judith G. Voet,
Charlotte W. Pratt

Wiley 464||Vo 214001146

186 環境と微生物の事典
日本微生物生態
学会編

朝倉書店 465.036||Ka 214001450

187 驚異のエピジェネティクス : 遺伝子がすべてでは
ない!?生命のプログラムの秘密

中尾光善著 羊土社 467.3||Na 214001192

188 Ecology : from individuals to ecosystems 4th ed :
pbk

Michael Begon,
Colin R.
Townsend, John
L. Harper

Blackwell
Publishing

468||Be 214001147

189 サルなりに思い出す事など : 神経科学者がヒヒ
と暮らした奇天烈な日々

ロバート・M・サポ
ルスキー [著]/大
沢章子訳

みすず書房 489.95||Sa 214001704

190 Applied bioelectricity : from electrical
stimulation to electropathology : hard

J. Patrick Reilly Springer 491.317||Re 214001143

191 「わたし」はどこにあるのか : ガザニガ脳科学講
義

マイケル・S. ガ
ザニガ著/藤井
留美訳

紀伊國屋書店 491.371||Ga 214001919

192 脳力のしくみ : 記憶力, 直観力, 発想力, 天才脳
など(NEWTONムック)(ニュートン別冊)

ニュートンプレス 491.371||No 214001395

193 一目でわかる代謝 第2版
J.G. Salway
[著]/麻生芳郎訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.47||Sa 214001315

194 微生物学・臨床微生物学・医動物学(標準臨床検
査学)

一山智, 田中美智
男編集/江崎孝行
[ほか] 執筆

医学書院 491.7||Bi 214001451

195 看護研究におけるテキストマイニング(Ⅱ)(看護
研究:Vol. 46, No. 06, 2013)

医学書院 492.907||Ka 214001230

196 新しい精神疾患の診断・統計マニュアル (DSM-
5) ガイド(医学のあゆみ:Vol. 248, No. 3, 2014)

医歯薬出版 493.72||At 214001229



197 心の視力 : 脳神経科医と失われた知覚の世界
オリヴァー・サッ
クス著/大田直
子訳

早川書房 493.73||Sa 214001393

198 心の視力 : 脳神経科医と失われた知覚の世界
オリヴァー・サッ
クス著/大田直
子訳

早川書房 493.73||Sa 214001394

199 PTSDハンドブック : 科学と実践

マシュー・J.フリード
マン, テレンス・M.
キーン, パトリシア・
A.レシック編

金剛出版 493.74||Fr 214001721

200 子どものスクィグル : ウィニコットと遊び 白川佳代子著 誠信書房 493.937||Sh 214001710

201 子どものスクィグル : ウィニコットと遊び 白川佳代子著 誠信書房 493.937||Sh 214001711

202 いま「食べること」を問う : 本能と文化の視点から
(人間選書:265)

サントリー次世代
研究所企画・編集/
伏木亨, 山極寿一
編著

農山漁村文化
協会

498.5||Im 214001446

203 食物科学概論 改訂版(生活環境学ライブラ
リー:4)

的場輝佳編著 朝倉書店 498.5||Sh 214001452

204 食物科学概論 改訂版(生活環境学ライブラ
リー:4)

的場輝佳編著 朝倉書店 498.5||Sh 214001453

205 ミネラル摂取と老化制御 : リン研究の最前線
宮本賢一, 新井
英一, 下村吉治
責任編集

建帛社 498.55||Mi 214001444

206 時間栄養学 : 時計遺伝子と食事のリズム
香川靖雄編著/
柴田重信 [ほか]
著

女子栄養大学
出版部

498.56||Ji 214001443

207 An introduction to medicinal chemistry 5th ed :
pbk

Graham L.
Patrick

Oxford
University Press

499.3||Pa 214001145

208 機械工学のための数学(JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/
丸善出版 (発売)

501.1||Ki 214001513

209 機械工学のための数学(JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/
丸善出版 (発売)

501.1||Ki 214001514

210 粒子法入門 : 流体シミュレーションの基礎から並
列計算と可視化まで

越塚誠一, 柴田
和也, 室谷浩平
著

丸善出版 501.23||Ko 214001161

211 粒子法入門 : 流体シミュレーションの基礎から並
列計算と可視化まで

越塚誠一, 柴田
和也, 室谷浩平
著

丸善出版 501.23||Ko 214001516

212 機械工学のための力学(JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/
丸善出版 (発売)

501.3||Ki 214001511

213 機械工学のための力学(JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/
丸善出版 (発売)

501.3||Ki 214001512

214 衝撃工学の基礎と応用 横山隆編著 共立出版 501.32||Sh 214001306



215 絵ときでわかる材料力学 第2版 宇津木諭著 オーム社 501.32||Ut 214001518

216 絵ときでわかる材料力学 第2版 宇津木諭著 オーム社 501.32||Ut 214001519

217 性能設計における土木構造物に対する作用の
指針(構造工学シリーズ:18)

土木学会土木構造
物荷重指針連合小
委員会編集

土木学会 501.34||Ko||18 214001337

218 有限要素法のつくり方! : FEMプログラミングの手
順とノウハウ(解析塾秘伝)

石川博幸, 青木
伸輔, 日比学著

日刊工業新聞
社

501.341||Is 214001510

219
有限要素法に必要な数学 : 論理の流れをつか
むトレーニング。数式理解で自信をつければ怖
いものなし!(解析塾秘伝)

小村政則著
日刊工業新聞
社

501.341||Ko 214001303

220 Materials science and engineering 9th edition, SI
version : paperback

William D. Callister,
Jr., David G.
Rethwisch

John Wiley &
Sons

501.4||Ca 214001207

221 注目のスーパーマテリアル : 社会を一変させる
新材料100(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 501.4||Ch 214001679

222 材料マイクロ波プロセッシングの基礎 吉川昇著 コロナ社 501.4||Yo 214001305

223
次世代のバイオ水素エネルギー : 再生可能エネ
ルギーの創出と変換をめざして(CSJ Current
Review:15)

日本化学会編 化学同人 501.6||Ji 214001498

224
不可能を可能にする3Dプリンター×3Dスキャ
ナーの新時代 : あらゆるモノがデータ化され、あ
らゆる人が作り手となる

原雄司著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

501.8||Ha 214001179

225 はじめての3Dプリンタ : 3Dデータ作成/出力まる
ごと体験ガイド(Software design plusシリーズ)

水野操 [ほか]
著

技術評論社 501.8||Ha 214001308

226 3Dプリンター導入&制作 : 完全活用ガイド 原雄司著 技術評論社 501.8||Ha 214001559

227
自宅ではじめるモノづくり超入門 : 3Dプリンタと
Autodesk 123D Designによる新しい自宅製造業
のはじめ方

水野操著
ソフトバンククリ
エイティブ

501.8||Mi 214001300

228 「もの」はどのようにつくられているのか? : プロダ
クトデザインのプロセス事典(Make: Japan books)

クリス・レフテリ
著/水原文訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

501.8||Mo 214001509

229 3Dプリンタ : デスクトップが工房になる(Impress
mook)

インプレスコミュ
ニケーションズ
(発売)

501.8||Su 214001307

230 インクルーシブデザイン : 社会の課題を解決する
参加型デザイン

ジュリア・カセム
[ほか] 編著/水野
大二郎 [ほか] 著

学芸出版社 501.83||In 214001571

231 FabLife : デジタルファブリケーションから生まれ
る「つくりかたの未来」(Make: Japan books)

田中浩也著
オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

504||Ta 214001902

232 負けてたまるか! : 青色発光ダイオード開発者の
言い分(朝日選書:748)

中村修二著 朝日新聞社 507||Na 214001253



233 大好きなことを「仕事」にしよう 中村修二著 ワニブックス 507||Na 214001589

234 ロボットを導入した生産システム : ハンドリングと
組立を中心に(実際の設計選書)

実際の設計研究
会監修/淵上正
朗著

日刊工業新聞
社

509.69||Fu 214001335

235 建設業者
建築知識編集部
編著

エクスナレッジ 510.95||Ke 214001338

236 図解よくわかるコンクリートの強度・耐久性と補
修技術

明石雄一著
日刊工業新聞
社

511.7||Ak 214001345

237 コンクリート標準示方書 : 2013年制定 維持管理
編

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

土木学会/丸善
出版 (発売)

511.7||Ko||'13 214001567

238 コンクリート標準示方書 : 2013年制定 規準編 土
木学会規準および関連基準

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

土木学会/丸善
出版 (発売)

511.7||Ko||'13 214001572

239 コンクリート標準示方書 : 2013年制定 規準編
JIS規格集

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

土木学会/丸善
出版 (発売)

511.7||Ko||'13 214001573

240 コンクリート標準示方書 : 2013年制定 ダムコンク
リート編

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

土木学会/丸善
出版 (発売)

511.7||Ko||'13 214001579

241 コンクリートのあと施工アンカー工法の設計・施
工指針(案)(コンクリート・ライブラリー:141)

土木学会コンクリート
委員会あと施工アン
カー小委員会編

土木学会/丸善
(発売)

511.7||Ko||141 214001340

242 トンネル構造物のコンクリートに対する耐火工設
計施工指針(案)(コンクリート・ライブラリー:143)

土木学会コンクリート委員会コン
クリートトンネル構造物の耐火技
術研究小委員会編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

511.7||Ko||143 214001342

243 道路橋の耐震設計に関する資料
日本道路協会編
集

日本道路協会/
丸善 (発売)

515.1||Do 214001344

244 道路橋示方書・同解説 [2012年]改訂版 1 共通
編 2 鋼橋編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||1-2 214001578

245 道路橋示方書・同解説 [2012年]改訂版 1 共通
編 3 コンクリート橋編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||1-3 214001577

246 道路橋示方書・同解説 [2012年]改訂版 1 共通
編 4 下部構造編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||1-4 214001576

247 道路橋示方書・同解説 [2012年]改訂版 5 耐震
設計編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||5 214001574

248 激化する水災害から学ぶ 土屋十圀著 鹿島出版会 517.4||Ts 214001909

249 コラージュ・シティ : 新装版(SD選書:251)
C・ロウ, F・コッ
ター著/渡辺真
理訳

鹿島出版会 518.8||Ro 214001411

250 これからの環境分析化学入門
小熊幸一 [ほか]
編著

講談社 519.15||Ko 214001684



251 環境を守る最新知識 : ビオトープネットワーク :
自然生態系のしくみとその守り方 第2版

日本生態系協会
編著

信山社 519.8||Ka 214001404

252 環境学 : 21世紀の教養
京都大学で環境
学を考える研究
者たち編

朝倉書店 519||Ka 214001410

253 みどりによる環境改善 : 大気・水・土壌の環境浄
化

戸塚績編著/小
川和雄 [ほか]
著

朝倉書店 519||Mi 214001408

254 死ぬまでに見たい世界の名建築なんでもベスト
10

光嶋裕介著 エクスナレッジ 520.87||Ko 214001343

255 建築法規用教材 改訂第24版
日本建築学会編
著

日本建築学会/
丸善出版 (発売)

520.91||Ke 214001336

256 妻木頼黄の都市と建築
日本建築学会編
集・著作

日本建築学会/
丸善出版 (発売)

523.1||Ts 214001339

257 建築巡礼88 : 四国88ヶ所ガイドブック vol.02
建築巡礼四国88
カ所特別委員会
[著]

日本建築家協
会四国支部/南
の風社(制作)

523.18||Ke||2 214001346

258 ミース再考 : その今日的意味(SD選書:242)
ケネス・フランプ
トン [ほか] 著/
澤村明, EAT訳

鹿島出版会 523.34||Mi 214001406

259 レム・コールハースは何を変えたのか
五十嵐太郎, 南
泰裕編

鹿島出版会 523.359||Ko 214001575

260 はじめての建築環境工学
小林茂雄 [ほか]
著

彰国社 525.1||Ha 214001908

261 建築のデザイン・コンセプト
今井公太郎 [ほ
か] 著

彰国社 525.1||Ke 214001347

262 基礎からわかる建築環境工学
槙究, 古賀誉章
著

彰国社 525.1||Ma 214001570

263
設計者に必要な材料の基礎知識 : これだけは
知っておきたい機械材料の知識とデータ(実際の
設計選書)

手塚則雄, 米山
猛著

日刊工業新聞
社

531.2||Te 214001563

264 自動化機構300選 : 制御回路付き 改訂新版
熊谷卓, 西田麻
美編著

日刊工業新聞
社

531.38||Ji 214001560

265 「Maxima」と「Scilab」で学ぶ古典制御(I/O books)
川谷亮治著/第
二I/O編集部編

工学社 531.38||Ka 214001417

266 「Maxima」と「Scilab」で学ぶ古典制御(I/O books)
川谷亮治著/第
二I/O編集部編

工学社 531.38||Ka 214001418

267 実務に役立つ自動機設計ABC : 初心者必携! 熊谷英樹著
日刊工業新聞
社

531.9||Ku 214001331

268 失敗に学ぶ(実際の設計選書. 実際の設計:続々)
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||Sh 214001564



269 現場で使える研磨加工の理論と計算手法
宇根篤暢, 河西
敏雄著

日刊工業新聞
社

532.5||Un 214001304

270 初歩から学ぶ工作機械 : 共通な基本構造と仕組
みがわかる 新版

清水伸二著 大河出版 532||Sh 214001517

271 多軸・複合切削加工 竹内芳美編著
日刊工業新聞
社

532||Ta 214001301

272 生産加工入門(機械工学テキストライブラ
リ:USM-7)

谷泰弘, 村田順
二共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

532||Ta 214001302

273 アップル、グーグルが自動車産業を乗っとる日 桃田健史著 洋泉社 537.6||Mo 214001673

274 空の黄金時代 : 音の壁への挑戦 加藤寛一郎著
東京大学出版
会

538.7||Ka 214001360

275 はやぶさ2と日本の宇宙開発(別冊宝島:2189) 宝島社 538.9||Ha 214001674

276 演習電気回路 庄善之著 共立出版 541.1||Sh 214001178

277
知っておきたい計測器の基本 : テスター、オシ
ロ、ネットアナ、スペアナ、ロジアナの原理と使い
こなし

坂巻佳壽美, 大
内繁男共著

オーム社 541.53||Sa 214001558

278 電力系統安定化システム工学
横山明彦, 太田
宏次監修

電気学会/オー
ム社 (発売)

543.1||De 214001557

279
検証福島原発1000日ドキュメント : よくわかる、
発生から事故処理まで原発を考えるうえでの必
須資料(NEWTONムック)(ニュートン別冊)

ニュートンプレス 543.5||Ke 214001678

280 風力発電の歴史 牛山泉著 オーム社 543.6||Us 214001421

281 風力発電の歴史 牛山泉著 オーム社 543.6||Us 214001422

282 わかりやすい風力発電
西方正司, 甲斐
隆章共編

オーム社 543.6||Wa 214001551

283 わかりやすい風力発電
西方正司, 甲斐
隆章共編

オーム社 543.6||Wa 214001552

284 OpenFlow徹底入門 : SDNを実現する技術と知識
馬場達也 [ほか]
著

翔泳社 547.48||Op 214001316

285 ns3によるネットワークシミュレーション 銭飛著 森北出版 547.482||Se 214001520

286
インフラ/ネットワークエンジニアのためのネット
ワーク技術&設計入門 : サーバシステムを支える
ネットワークはこうしてできている

みやたひろし著 SBクリエイティブ 547.483||Mi 214001525



287
ハイパフォーマンスブラウザネットワーキング :
ネットワークアプリケーションのためのパフォーマ
ンス最適化

イリヤ・グリゴリク
著/和田祐一郎
訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.4833||Gr 214001539

288
Webアプリエンジニア養成読本 : しくみ、開発、環
境構築・運用--全体像を最新知識で最初か
ら!(Software design plusシリーズ)

和田裕介 [ほか]
著

技術評論社 547.4833||We 214001531

289
Webアプリエンジニア養成読本 : しくみ、開発、環
境構築・運用--全体像を最新知識で最初か
ら!(Software design plusシリーズ)

和田裕介 [ほか]
著

技術評論社 547.4833||We 214001532

290 Webを支える技術 : HTTP、URI、HTML、そして
REST(Web+DB Pressプラスシリーズ)

山本陽平著 技術評論社 547.4833||Ya 214001397

291 Android (アンドロイド) NFC (エヌエフシー) プログ
ラミング完全ガイド(Smart Mobile Developer)

Re:Kayo‐
System, 高尾安
奈著

翔泳社 547.52||An 214001544

292 NFC Hacks : プロが教えるテクニック&ツール
ブリリアントサー
ビス著

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.52||Nf 214001545

293 シーケンス制御を活用したシステムづくり入門 :
わかりやすいPLC活用技術

日野満司, 熊谷
英樹共著

森北出版 548.3||Hi 214001562

294 使いこなすシーケンス制御(現場の即戦力) 熊谷英樹著 技術評論社 548.3||Ku 214001332

295 MATLABと実験でわかるはじめての自動制御
熊谷英樹, 大石
潔編著

日刊工業新聞
社

548.3||Ku 214001333

296 絵ときPLC制御基礎のきそ(Mechatronics series) 熊谷英樹著
日刊工業新聞
社

548.3||Ku 214001334

297 ゼロからはじめるシーケンスプログラム 熊谷英樹著
日刊工業新聞
社

548.3||Ku 214001561

298 はじめての制御工学
佐藤和也, 平元
和彦, 平田研二
著

講談社 548.31||Sa 214001533

299 はじめての制御工学
佐藤和也, 平元
和彦, 平田研二
著

講談社 548.31||Sa 214001534

300 線形システム論(シリーズ新しい工学:5) 山下幸彦著 朝倉書店 548.31||Ya 214001284

301 ウェスト&ハリスCMOS VLSI回路設計 基礎編

Neil H. E. Weste,
David Money Harris
[著]/廣瀬哲也 [ほ
か] 訳

丸善出版 549.7||We 214001555

302 半導体衰退の原因と生き残りの鍵(B&Tブックス) 佐野昌著
日刊工業新聞
社

549.8||Sa 214001403

303 透明導電膜の技術 改訂3版

日本学術振興会透
明酸化物光・電子
材料第166委員会
編

オーム社 549.8||To 214001522

304 Nanophotonics Paras N. Prasad Wiley 549.95||Pr 214001206



305 走査型プローブ顕微鏡入門 秦信宏編著 オーム社 549.97||So 214001553

306 トコトンやさしいメカトロニクスの本(B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

三田純義著
日刊工業新聞
社

549||Mi 214001910

307 ナノインプリント技術
松井真二, 平井義
彦編著/電子情報
通信学会編

電子情報通信
学会

549||Na 214001309

308 経度への挑戦(角川文庫:16329)
デーヴァ・ソベル
[著]/藤井留美訳

角川書店/角川グルー
プパブリッシング (発売) 557.2||So 214001288

309 はじめて学ぶ移動現象論 : 運動量・熱・物質移
動を統合的に理解する

杉山均 [ほか]
著

森北出版 571.01||Ha 214001515

310 基礎からの化学工学
平田雄志, 幸田
清一郎著

東京化学同人 571||Hi 214001263

311
Microreactors in organic chemistry and catalysis
2nd, completely revised and enlarged edition :
hbk.

edited by
Thomas Wirth

Wiley-VCH 571||Mi 214001427

312 イオン液体の開発と展望 普及版(CMCテクニカ
ルライブラリー:296)

大野弘幸監修
シーエムシー出
版

572.23||Io 214001265

313 うるしの科学 小川俊夫著 共立出版 576.82||Og 214001351

314 高分子の科学 : 身近なモノから理解する
扇澤敏明 [ほか]
著

日刊工業新聞
社

578||Ko 214001264

315 驚異のソフトマテリアル : 最新の機能性ゲル研
究(CSJ Current Review:01)

日本化学会編 化学同人 578||Ky 214001496

316 1分子ナノバイオ計測 : 分子から生命システムを
探る革新的技術(化学フロンティア:23)

野地博行編 化学同人 579.9||Ic 214001165

317 発酵食品学 小泉武夫編著 講談社 588.51||Ha 214001445

318 ワインの世界史 : 海を渡ったワインの秘密
ジャン=ロベー
ル・ピット著/幸
田礼雅訳

原書房 588.55||Pi 214001477

319 酢の機能と科学(食物と健康の科学シリーズ) 酢酸菌研究会編 朝倉書店 588.6||Su 214001448

320 ゲームはこうしてできている : クリエイターの仕事
と企画術

岸本好弘著
ソフトバンククリ
エイティブ

589.77||Ki 214001372

321 希望の日本農業論(NHKブックス:1219) 大泉一貫著 NHK出版 611.04||Oi 214001169

322 食料・農業・農村白書 平成26年版 農林水産省編 農林統計協会 611||Sh||26 214001160



323 菌根菌の働きと使い方 : パートナー細菌と共に
減肥・病害虫抑制

石井孝昭著
農山漁村文化
協会

613.56||Is 214001447

324 変化朝顔図鑑 : アサガオとは思えない珍花奇葉
の世界

仁田坂英二著 化学同人 627.4||He 214001163

325 森林・林業白書 : 索引付き 平成26年版 林野庁編
日本林業協会/
農林統計協会
(販売)

650.59||Sh||26 214001958

326 緑のダムの科学 : 減災・森林・水循環
蔵治光一郎, 保
屋野初子編

築地書館 656.5||Mi 214001413

327 魚食と健康 : メチル水銀の生物影響(水産学シ
リーズ:179)

山下倫明, 鈴木
敏之, 横山芳博
編

恒星社厚生閣 660.8||Su||179 214001405

328 どんぶり金魚の楽しみ方 : 世界でいちばん身近
な金魚の飼育法

岡本信明, 川田
洋之助著

池田書店 666.9||Ok 214001164

329 現代マーケティング・リサーチ : 市場を読み解く
データ分析

照井伸彦, 佐藤
忠彦著

有斐閣 675.2||Te 214001414

330
データサイエンティスト養成読本 : ビッグデータ
時代のビジネスを支えるデータ分析力が身につ
く!(Software design plusシリーズ)

技術評論社 675||De 214001326

331 クルマよ、お世話になりました : 米モータリゼー
ションの歴史と未来

ケイティ・アル
ヴォード著/堀添
由紀訳

白水社 685.253||Al 214001377

332 観光大国フランス : ゆとりとバカンスの仕組み 青木幹生著
現代図書/星雲
社 (発売)

689.235||Ao 214001150

333 デザイン言語Processing入門 : 楽しく学ぶコン
ピュテーショナルデザイン

三井和男著 森北出版 701||Mi 214001391

334 Built with Processing : デザイン/アートのための
プログラミング入門

田中孝太郎, 前
川峻志著

ビー・エヌ・エヌ
新社

701||Ta 214001392

335 入門Webゲーム開発
Evan Burchard著
/永井勝則訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

798.5||Bu 214001542

336 ゲームの作り方 : Unityで覚える遊びのアルゴリ
ズム

加藤政樹著
ソフトバンククリ
エイティブ

798.5||Ka 214001540

337 ゲームの作り方 : Unityで覚える遊びのアルゴリ
ズム

加藤政樹著
ソフトバンククリ
エイティブ

798.5||Ka 214001541

338 見てわかるUnity4 C#超入門(Game developer
books)

掌田津耶乃著 秀和システム 798.5||Tu 214001419

339 見てわかるUnity4 C#超入門(Game developer
books)

掌田津耶乃著 秀和システム 798.5||Tu 214001420

340 ワークショップ・デザイン : 知をつむぐ対話の場づ
くり(Facilitation skills)

堀公俊, 加藤彰
著

日本経済新聞
出版社

809.6||Ho 214001349



341 現代科学の知的論点 : 大学受験小論文 : ビジョ
ンを育てる12講(チャートBOOKS)

細水正行著 数研出版 816.5||Ho 214001293
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