
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 知能の物語 中島秀之著
公立はこだて未来大
学出版会/近代科学
社 (発売)

007.13||Na 215000561

2 オンライン機械学習(MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ)

海野裕也 [ほか]
著

講談社 007.13||On 215000537

3 機械学習のための確率と統計(MLP機械学習プ
ロフェッショナルシリーズ)

杉山将著 講談社 007.13||Su 215000543

4 データ匿名化手法 : ヘルスデータ事例に学ぶ
個人情報保護

Khaled El Emam,
Luk Arbuckle著/笹
井崇司訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.609||El 215000587

5 トピックモデル(MLP機械学習プロフェッショナル
シリーズ)

岩田具治著 講談社 007.636||Iw 215000539

6 超高速グラフ列挙アルゴリズム : 「フカシギの数
え方」が拓く,組合せ問題への新アプローチ

湊真一編/ERATO湊
離散構造処理系プロ
ジェクト著

森北出版 007.64||Ch 215000549

7 並列プログラミング入門 : サンプルプログラムで
学ぶOpenMPとOpenACC

片桐孝洋著
東京大学出版
会

007.64||Ka 215000622

8 KINECT for Windows SDKプログラミング :
Kinect for Windows v2センサー対応版

中村薫 [ほか]
著

秀和システム 007.64||Ki 215000540

9 その数式、プログラムできますか? : 数式は如
何にしてプログラムに翻訳されるのか

アレクサンダー・A・ス
テパノフ, ダニエル・
E・ローズ著/クイープ
訳

翔泳社 007.64||St 215000548

10 シェルプログラミング実用テクニック(Software
design plusシリーズ)

上田隆一著 技術評論社 007.64||Ue 215000623

11 骨が語る日本人の歴史(ちくま新書:1126) 片山一道著 筑摩書房 080||Ch||1126 215000542

12 リスク : 不確実性の中での意思決定(サイエン
ス・パレット:023)

Baruch Fischhoff,
John Kadvany著/中
谷内一也訳

丸善出版 080||Sa||023 215000562

13 形態学 : 形づくりにみる動物進化のシナリオ(サ
イエンス・パレット:024)

倉谷滋著 丸善出版 080||Sa||024 215000544

14 紙を使わないアンケート調査入門 : 卒業論文,
高校生にも使える

豊田秀樹編著 東京図書 361.9||Ka 215000547

15 狂気の科学 : 真面目な科学者たちの奇態な実
験

レト U. シュナイダー
著/石浦章一, 宮下悦
子訳

東京化学同人 402||Sc 215000545

16 For the sound development of science : the
attitude of a conscientious scientist

edited by Japan Society for the
Promotion of Science Editing
Committee "For the Sound
Development of Science"

Maruzen 407||Fo 215000556
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17 線型代数学 : 新装版(数学選書:1) 佐武一郎著 裳華房 410.8||Su||1 215000534

18 プロの数学 : 大学数学への入門コース 松野陽一郎著 東京図書 410||Ma 215000599

19 スバラシク実力がつくと評判の演習線形代数
キャンパス・ゼミ 改訂3

高杉豊, 馬場敬
之著

マセマ出版社 411.3||Ta 215000535

20 初等整数論 : 数論幾何への誘い(共立講座 数
学探検:6)

山崎隆雄著 共立出版 412.1||Ya 215000541

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2

馬場敬之著 マセマ出版社 413.3||Ba 215000553

22 リーマン面と代数曲線(共立講座 数学の輝き:2)
今野一宏著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 413.53||Ko 215000538

23 数学理性の音楽 : 自然と社会を貫く数学
岡本和夫, 薩摩
順吉, 桂利行著

東京大学出版
会

413.6||Ok 215000563

24 結晶群(共立講座 数学探検:7) 河野俊丈著 共立出版 414||Ko 215000559

25 結び目の不変量(共立講座 数学の輝き:4)
大槻知忠著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 415.7||Ot 215000557

26 「ゆらぎ」と「遅れ」 : 不確実さの数理学(新潮選
書)

大平徹著 新潮社 417.1||Oh 215000546

27 確率論(共立講座 数学の魅力:4) 高信敏著 共立出版 417.1||Ta 215000564

28
みなか先生といっしょに統計学の王国を歩いて
みよう : 情報の海と推論の山を越える翼をアナ
タに!

三中信宏著 羊土社 417||Mi 215000601

29 数理医学入門(共立講座 数学の輝き:1)
鈴木貴著/新井
仁之 [ほか] 編

共立出版 417||Su 215000604

30 現代の量子力学 第2版 下(物理学叢書:108-
109)

J.J. Sakurai (桜井純)
著/Jim Napolitano編
/桜井明夫訳

吉岡書店 420.8||Bu||109 215000554

31
スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャン
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!

馬場敬之著 マセマ出版社 421.3||Ba 215000558

32 アインシュタインの反乱と量子コンピュータ(学術
選書:041)

佐藤文隆著
京都大学学術
出版会

421.3||Sa 215000515

33 宇宙物理学 : 星銀河宇宙論 新版 高原文郎著 朝倉書店 440.12||Ta 215000625

34 相対論的宇宙論 新装復刊(パリティ物理学コー
ス)

小玉英雄著 丸善出版 443.9||Ko 215000575



35 生命の惑星 : ビッグバンから人類までの地球の
進化

チャールズ・H・ラング
ミューアー, ウォリー・ブ
ロッカー著/宗林由樹訳

京都大学学術
出版会

450||La 215000514

36 三畳紀の生物(生物ミステリーPRO:5) 土屋健著 技術評論社 457||Ts||5 215000620

37 ジュラ紀の生物(生物ミステリーPRO:6) 土屋健著 技術評論社 457||Ts||6 215000621

38 シーラカンスは語る : 化石とDNAから探る生命
の進化

大石道夫著 丸善出版 467.21||Oi 215000586

39 ゲノム進化論 : 分子レベルでせまる進化のメカ
ニズム(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレ
ス

467.5||Ge 215000605

40 クマムシ研究日誌 : 地上最強生物に恋して
(フィールドの生物学:15)

堀川大樹著
東海大学出版
部

483.993||Ho 215000624

41 意識はいつ生まれるのか : 脳の謎に挑む統合
情報理論

マルチェッロ・マッスィ
ミーニ, ジュリオ・ト
ノーニ著/花本知子
訳

亜紀書房 491.371||Ma 215000536

42 有次と庖丁 江弘毅著 新潮社 581.7||Ko 215000513

43 世界の土・日本の土は今 : 地球環境・異常気
象・食料問題を土からみると

日本土壌肥料学
会編

農山漁村文化
協会

613.5||Se 215000600

44 観光情報学入門
観光情報学会編
/松原仁 [ほか]
著

近代科学社 689||Ka 215000560


	02理工系

