
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 ディジタル画像処理 改訂新版
画像情報教育振興
協会 (CG-ARTS協
会)

007.1||De 215001821

2 ディープラーニング, ビッグデータ, 機械学習 :
あるいはその心理学

浅川伸一著 新曜社 007.13||As 215002425

3 異常検知と変化検知(MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ)

井手剛, 杉山将
著

講談社 007.13||Id 215002056

4 身体を持つ知能 : 脳科学とロボティクスの共進
化(インテリジェンス・ダイナミクス:2)

土井利忠, 藤田
雅博, 下村秀樹
編

丸善出版 007.13||In||2 215002166

5 統計的学習理論(MLP機械学習プロフェッショナ
ルシリーズ)

金森敬文著 講談社 007.13||Ka 215002172

6 サポートベクトルマシン(MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ)

竹内一郎, 烏山
昌幸著

講談社 007.13||Ta 215002165

7 イラストで学ぶ人工知能概論 谷口忠大著 講談社 007.13||Ta 215002412

8 知りたい分かりたい人の体験する機械学習 高橋佑幸著 リックテレコム 007.13||Ta 215002036

9 クラウドではじめる機械学習 : Azure MLでらくら
く体験

脇森浩志, 杉山
雅和, 羽生貴史
著

リックテレコム 007.13||Wa 215002227

10 デジタルアーカイブの構築と技法 谷口知司編著 晃洋書房 007.5||De 215001752

11 これからのアーキビスト : デジタル時代の人材
育成入門

知的資源イニシア
ティブ編

勉誠出版 007.5||Ko 215001751

12 群知能とデータマイニング

アジス・アブラハム, クリ
ナ・グローサン, ヴィト
リーノ・ラモス編/栗原
聡, 福井健一訳

東京電機大学
出版局

007.6||Gu 215002158

13
データビジュアライゼーションのデザインパター
ン20 : 混沌から意味を見つける可視化の理論と
導入

鈴木雅彦, 鈴村
嘉右著

技術評論社 007.6||Su 215002035

14 10年戦えるデータ分析入門 : SQLを武器にデー
タ活用時代を生き抜く

青木峰郎著
SBクリエイティ
ブ

007.609||Ao 215002225

15 ビッグデータ・マネジメント : データサイエンティ
ストのためのデータ利活用技術と事例

[嶋田茂ほか著]
エヌ・ティー・エ
ス

007.609||Bi 215001843

16 データマイニング手法 3訂版 探索的知識発見
編

ゴードンS.リノフ, マ
イケルJ.A.ベリー著
/上野勉 [ほか] 共
訳

海文堂出版 007.609||Li 215002171

学生用理工系図書新着リスト(１０月)



17 データマイニング手法 3訂版 予測・スコアリング
編

ゴードンS.リノフ, マイ
ケルJ.A.ベリー著/上
野勉 [ほか] 共訳

海文堂出版 007.609||Li 215002423

18 インフラデザインパターン : 安定稼動に導く127
の設計方式(Web+DB Pressプラスシリーズ)

杉原健郎 [ほか]
著

技術評論社 007.61||In 215001796

19 ソフトウェア工学 第3版(情報科学こんせぷつ:7) 中所武司著 朝倉書店 007.63||Ch 215001712

20 例題30+演習問題70でしっかり学ぶ
Word/Excel/PowerPoint標準テキスト

定平誠著 技術評論社 007.63||Sa 215002156

21
Linuxエンジニア養成読本 : クラウド時代も、シ
ステムの基礎と基盤はLinux! 改訂新版
(Software design plusシリーズ)

技術評論社 007.634||Li 215002176

22
Linuxエンジニア養成読本 : クラウド時代も、シ
ステムの基礎と基盤はLinux! 改訂新版
(Software design plusシリーズ)

技術評論社 007.634||Li 215002177

23 新しいLinuxの教科書
三宅英明, 大角
祐介著

SBクリエイティ
ブ

007.634||Mi 215002174

24 新しいLinuxの教科書
三宅英明, 大角
祐介著

SBクリエイティ
ブ

007.634||Mi 215002175

25 仮想化の基本と技術(仕組みが見えるゼロから
わかる : information technology)

清野克行著 翔泳社 007.634||Se 215001753

26 トピックモデルによる統計的潜在意味解析(自然
言語処理シリーズ:8)

佐藤一誠著 コロナ社 007.636||Sh||8 215002167

27 関数プログラミング : 珠玉のアルゴリズムデザ
イン

Richard Bird著/
山下伸夫訳

オーム社 007.64||Bi 215002424

28 RStudioではじめるRプログラミング入門
Garrett Grolemund
著/長尾高弘訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Gr 215002226

29
Mastering machine learning with scikit-learn :
apply effective learning algorithms to real-world
problems using scikit-learn(Packt open source.
Community experience distilled)

Gavin Hackeling
Packt
Publishing

007.64||Ha 215002497

30 Unityで神になる本。 : Unityでゼロから学ぶ、オ
リジナルゲーム制作。

廣鉄夫著 オーム社 007.64||Hi 215001820

31 オンラインゲームのしくみ : Unityで覚えるネット
ワークプログラミング

河田匡稔著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ka 215001818

32 オンラインゲームのしくみ : Unityで覚えるネット
ワークプログラミング

河田匡稔著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ka 215001819

33
すべてのUNIXで20年動くプログラムはどう書く
べきか : デプロイ・保守に苦しむエンジニア達へ
贈る「シェルスクリプトレシピ集」

松浦智之著
シーアンドアー
ル研究所

007.64||Ma 215001754

34
ゲームプログラマのためのコーディング技術 :
コーディングパターンオブジェクト指向コードメト
リクス

大圖衛玄著 技術評論社 007.64||Oz 215002178



35
ゲームプログラマのためのコーディング技術 :
コーディングパターンオブジェクト指向コードメト
リクス

大圖衛玄著 技術評論社 007.64||Oz 215002179

36 Interactive applications using matplotlib(Packt
open source. Community experience distilled)

Benjamin V. Root
Packt
Publishing

007.64||Ro 215002498

37
背景CGテクニックガイド : 「パース」「空気遠近
法」「透視図法」から「室内」「自然物」まで具体
的テクニック満載!(I/O books)

出雲寺ぜんすけ
著

工学社 007.642||Iz 215002169

38 コンピュータグラフィックス 改訂新版
画像情報教育
振興協会 (CG-
ARTS 協会)

007.642||Ko 215001822

39 C言語による画像処理プログラミング入門 : サ
ンプルプログラムから学ぶ 新版

長尾智晴著 朝倉書店 007.642||Na 215001955

40 デザインの教室 : 手を動かして学ぶデザイント
レーニング

佐藤好彦著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレスコ
ミュニケーション

021.4||Sa 215002566

41 森と日本人の1500年(平凡社新書:751) 田中淳夫著 平凡社 080||He||751 215002120

42 日本列島人の歴史(岩波ジュニア新書:812. 「知
の航海」シリーズ)

斎藤成也著 岩波書店 080||Iw||812 215002327

43 稼ぐまちが地方を変える : 誰も言わなかった10
の鉄則(NHK出版新書:460)

木下斉著 NHK出版 080||Nh||460 215002094

44 稼ぐまちが地方を変える : 誰も言わなかった10
の鉄則(NHK出版新書:460)

木下斉著 NHK出版 080||Nh||460 215002095

45
ビックリするほど遺伝子工学がわかる本 : 遺伝
子診断から難病の治療薬、クローン、出生前診
断、再生医療の可能性まで(サイエンス・アイ新
書:SIS-337)

生田哲著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||337 215002325

46 生まれながらのサイボーグ : 心・テクノロジー・
知能の未来(現代哲学への招待. Great works)

アンディ・クラーク
著/呉羽真, 久木田
水生, 西尾香苗訳

春秋社 114||Cl 215001918

47 ムシの考古学 増補改訂版 森勇一著 雄山閣 202.5||Mo 215001722

48 古地図が語る大災害 : 絵図・瓦版で読み解く大
地震・津波・大火の記憶

本渡章著 創元社 216||Ho 215002114

49 キリストの勝利(ローマ人の物語:14) 塩野七生著 新潮社 232||Sh||14 215002398

50 ローマ世界の終焉(ローマ人の物語:15) 塩野七生著 新潮社 232||Sh||15 215001947

51 アフォーダンスの発見 : ジェームズ・ギブソンと
ともに

エレノア J.ギブ
ソン [著]/佐々
木正人, 高橋綾
訳

岩波書店 289.3||Gi 215001953

52 「凡庸」という悪魔 : 21世紀の全体主義(犀の教
室)

藤井聡著 晶文社 311.8||Fu 215002385



53 創造農村 : 過疎をクリエイティブに生きる戦略
佐々木雅幸, 川
井田祥子, 萩原
雅也編著

学芸出版社 318.6||So 215001813

54 創造農村 : 過疎をクリエイティブに生きる戦略
佐々木雅幸, 川
井田祥子, 萩原
雅也編著

学芸出版社 318.6||So 215001814

55 経済・経営のための数学教室 : 経済数学入門 小林道正著 裳華房 331.19||Ko 215001725

56 人口減少×デザイン : 地域と日本の大問題を、
データとデザイン思考で考える。

筧裕介著 英治出版 334.31||Ka 215002091

57 ディシジョン・メイキング : 賢慮と納得の意思決
定術(Facilitation skills)

堀公俊, 加藤彰
著

日本経済新聞
出版社

336.1||Ho 215002160

58 チーム・ビルディング : 人と人を「つなぐ」技法
(Facilitation skills)

堀公俊, 加藤彰,
加留部貴行著

日本経済新聞
出版社

336.3||Ho 215002162

59 群れはなぜ同じ方向を目指すのか? : 群知能と
意思決定の科学

レン・フィッ
シャー著/松浦
俊輔訳

白揚社 361.44||Fi 215002408

60 内容分析の方法 有馬明恵著 ナカニシヤ出版 361.453||Ar 215002422

61 「学ぶ、考える、話しあう」討論型世論調査 : 議
論の新しい仕組み(ソトコト新書:11)

曽根泰教 [ほか]
著

木楽舎 361.47||Ma 215002106

62 「学ぶ、考える、話しあう」討論型世論調査 : 議
論の新しい仕組み(ソトコト新書:11)

曽根泰教 [ほか]
著

木楽舎 361.47||Ma 215002107

63 市民生活行動学

土木学会土木計画学
研究委員会市民生活
行動研究小委員会編
集

土木学会/丸善
(発売)

365||Sh 215002117

64
ヒトの運動機能と移動のための次世代技術開
発 : 使用者に寄り添う支援機器の普及へ向け
て

井上剛伸編著
エヌ・ティー・エ
ス

369.18||Hi 215001844

65 防災・減災につなげるハザードマップの活かし
方

鈴木康弘編 岩波書店 369.3||Bo 215002383

66 科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわ
かる申請書の書き方と応募戦略 改訂第4版

児島将康編集 羊土社 377.7||Ko 215001867

67 偉大なる失敗 : 天才科学者たちはどう間違えた
か

マリオ・リヴィオ
著/千葉敏生訳

早川書房 402||Li 215002428

68 トランス・サイエンスの時代 : 科学技術と社会を
つなぐ(NTT出版ライブラリーレゾナント:035)

小林傳司著 NTT出版 404||Ko 215002071

69 捏造の科学者 : STAP細胞事件 須田桃子著 文藝春秋 407||Su 215002543

70 Amazing science : 驚きのエンターテインメントサ
イエンス工作25(Make: projects)

Stephen Voltz,
Fritz Grobe著/
高橋信夫訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

407||Vo 215002431



71
対話の場をデザインする : 科学技術と社会のあ
いだをつなぐということ(大阪大学新世紀レク
チャー)

八木絵香著
大阪大学出版
会

407||Ya 215002098

72
対話の場をデザインする : 科学技術と社会のあ
いだをつなぐということ(大阪大学新世紀レク
チャー)

八木絵香著
大阪大学出版
会

407||Ya 215002099

73 数学の言葉で世界を見たら : 父から娘に贈る
数学

大栗博司著 幻冬舎 410.4||Og 215002068

74 A history in sum : 150 years of mathematics at
Harvard (1825-1975)

Steve Nadis and
Shing-Tung Yau

Harvard
University
Press

410.7||Na 215002500

75 「数独」を数学する : 世界中を魅了するパズル
の奥深い世界

ジェイソン・ローゼ
ンハウス, ローラ・
タールマン著/小野
木明恵訳

青土社 410.79||Ro 215001729

76
Parabolic equations in biology : growth,
reaction, movement and diffusion pbk.(Lecture
notes on mathematical modelling in the life
sciences)

Benoit
Perthame

Springer 410.8||Pe 215002488

77 早わかりベクトル解析 : 3つの定理が織りなす
華麗な世界(数学のかんどころ:25)

澤野嘉宏著 共立出版 410.8||Su||25 215002538

78 整数と平面格子の数学(数学のかんどころ:28)
桑田孝泰, 前原
濶著

共立出版 410.8||Su||28 215002539

79 応用事例とイラストでわかる離散数学 延原肇著 共立出版 410.9||No 215001714

80 数学まちがい大全集 : 誰もがみんなしくじって
いる!

アルフレッド・S・ポ
ザマンティエ, イン
グマール・レーマン
著/堀江太郎訳

化学同人 410||Po 215001868

81 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 215002159

82 ラックス線形代数 : 数値解析へのアプローチ
P.D.ラックス著/
光道隆, 湯浅久
利訳

丸善出版 411.3||La 215002316

83 グレブナー教室 : 計算代数統計への招待
竹村彰通 [ほか]
著

共立出版 411.8||Gu 215001870

84 K3曲面(共立講座 数学の輝き:5)
金銅誠之著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 411.8||Ko 215002537

85 Solving the Pell equation : hbk(CMS books in
mathematics)

Michael J.
Jacobson, Jr.,
Hugh C. Williams

Springer 412.4||Ja 215002492

86 大学新入生のための微分積分 : 基礎と実践 疋田瑞穂著 現代数学社 413.3||Hi 215001723

87 ラマヌジャンζの衝撃(大数学者の数学:14) 黒川信重著 現代数学社 413.5||Ku 215002321

88 わかる!使える!楽しめる!ベクトル空間(数学のか
んどころ:24)

福間慶明著 共立出版 414.7||Fu 215002069



89 理工系ベクトル解析
香田温人, 長町
重昭共著

学術図書出版
社

414.7||Ko 215002559

90 情報幾何学の基礎(数理情報科学シリーズ:29) 藤原彰夫著
牧野書店/星雲
社 (発売)

414||Fu 215002322

91 グラフ理論の魅惑の世界 : 巡回セールスマン問
題、四色問題、中国人郵便配達問題…

アーサー・ベンジャミン,
ゲアリー・チャートランド,
ピン・チャン著/松浦俊
輔訳

青土社 415.7||Be 215002320

92 結び目の理論(共立講座 数学探検:10) 河内明夫著 共立出版 415.7||Ka 215002536

93 よくわかるトポロジー 山本修身著 森北出版 415.7||Ya 215001720

94 Rのパッケージおよびツールの作成と応用(シ
リーズUseful R:10)

石田基広 [ほか]
著

共立出版 417.08||Sh||10 215002224

95 データ解析の実務プロセス入門 あんちべ著 森北出版 417||An 215002228

96 情報量規準(シリーズ予測と発見の科学:2)
小西貞則, 北川
源四郎著

朝倉書店 417||Ko 215001954

97 レイティング・ランキングの数理 : No.1は誰か?

Amy N.Langville,
Carl D.Meyer著/岩
野和生, 中村英史,
清水咲里訳

共立出版 417||La 215001872

98 非線形計画法(応用最適化シリーズ:6) 山下信雄著 朝倉書店 417||Ou||6 215001874

99 確率的最適化(MLP機械学習プロフェッショナル
シリーズ)

鈴木大慈著 講談社 417||Su 215002054

100 実践R統計分析
外山信夫, 辻谷
将明共著

オーム社 417||To 215001803

101 ファインマン流物理がわかるコツ 増補版

ファインマン, ゴット
リーブ, レイトン
[著]/戸田盛和, 川
島協訳

岩波書店 420||Fe 215002073

102 やさしく物理 : 力・熱・電気・光・波 夏目雄平著 朝倉書店 420||Na 215002547

103 詳解物理学の基礎 第2版 丹羽雅昭著
東京電機大学
出版局

420||Ni 215001806

104 レベル別に学べる物理学 : カラー版 改訂版 1
末廣一彦 [ほか]
著

丸善出版 420||Re 215002072

105 やさしい基礎物理 第2版
潮秀樹, 上村洸
共著

森北出版 420||Us 215001768

106 相対論の世界
橋本正章, 荒井
賢三共著

裳華房 421.2||Ha 215001770



107
ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス : 数学
的基礎から物理・生物・化学・工学への応用ま
で

Steven H.
Strogatz[著]/田中
久陽, 中尾裕也, 千
葉逸人訳

丸善出版 421.4||St 215001943

108
Sophus Lie and Felix Klein : the Erlangen
program and its impact in mathematics and
physics(IRMA lectures in mathematics and
theoretical physics:23)

Lizhen Ji,
Athanase
Papadopoulos,
editors

European
Mathematical
Society

421.5||Ir||23 215002487

109 An introduction to the theory of the Boltzmann
equation : pbk

Stewart Harris
Dover
Publications

423.8||Ha 215002489

110 流体解析の基礎 河村哲也著 朝倉書店 423.8||Ka 215002396

111 WebGLによる「流れ」と「波」のシミュレーション :
HTML5+JavaScript programming(I/O books)

酒井幸市著/I O
編集部編集

工学社 423.8||Sa 215002397

112 基礎解説力学 守田治著 朝倉書店 423||Mo 215002548

113
爆発する光科学の世界 : 量子から生命体まで
(自然科学研究機構シンポジウム講演収録集 :
科学者が語る科学最前線:2)

立花隆プログラ
ムコーディネー
ター

クバプロ 425.04||Ba 215002180

114 超高速分光と光誘起相転移(現代物理学. 展開
シリーズ:7)

岩井伸一郎著 朝倉書店 425.5||Iw 215002188

115 はじめての光学 川田善正著 講談社 425||Ka 215002183

116 熱統計力学 石井廣湖著
大阪公立大学
共同出版会

426.56||Is 215002147

117 プラズマ物理科学 : フェムトからハッブルのプラ
ズマ宇宙

石原修著 電気書院 427.6||Is 215002192

118 プラズマ物理の基礎 宮本健郎著 朝倉書店 427.6||Mi 215002549

119 Experimental pulse NMR : a nuts and bolts
approach : pbk(Advanced book program)

Eiichi Fukushima,
Stephen B.W.
Roeder

Westview Press 427.8||Fu 215002499

120 磁気工学超入門 : ようこそ,まぐねの国へ(マグ
ネティクス・イントロダクション:1)

日本磁気学会編
/佐藤勝昭著

共立出版 427.8||Sa 215001771

121 ベクトル解析の基礎から学ぶ電磁気学 浜松芳夫著 森北出版 427||Ha 215002417

122 電磁気学(物理学講義) 松下貢著 裳華房 427||Ma 215001769

123 グラフィック演習電磁気学の基礎(ライブラリ物
理学グラフィック講義:別巻2)

和田純夫著 サイエンス社 427||Wa 215002418

124 問題と解説で学ぶ表面科学(現代表面科学シ
リーズ:6)

日本表面科学会
編

共立出版 428.4||Ge||6 215002163



125 上級固体物理学
P.フィリップス著
/樺沢宇紀訳

丸善プラネット/
丸善出版 (発
売)

428.4||Ph 215001875

126 Q&A放射線物理 改訂2版
大塚徳勝, 西谷
源展著

共立出版 429.4||Ot 215002546

127 素粒子の標準模型を超えて(シュプリンガー現
代理論物理学シリーズ:5)

林青司著 丸善出版 429.6||Ri 215002494

128 金属錯体の量子・計算化学(錯体化学会選
書:10)

山口兆, 榊茂好, 増
田秀樹編著/磯部
寛 [ほか] 共著

三共出版 431.13||Sa||10 215001817

129 金属錯体の電子移動と電気化学(錯体化学会
選書:9)

西原寛, 市村彰男,
田中晃二編著/伊
藤翼 [ほか] 共著

三共出版 431.13||Sa||9 215002150

130 量子分光化学 : 分光分析の基礎を学ぶ 増補
改訂

河合潤著
アグネ技術セン
ター

431.51||Ka 215001745

131 基本高分子化学 柴田充弘著 三共出版 431.9||Sh 215002149

132 ボール物理化学 第2版 上
David W. Ball著/
阿竹徹 [ほか]
訳

化学同人 431||Ba||1 215001816

133 理工系基礎化学実験
岩岡道夫 [ほか]
著

共立出版 432||Ri 215001713

134 qNMRプライマリーガイド : 基礎から実践まで
「qNMRプライマ
リーガイド」ワーキ
ング・グループ著

共立出版 433.57||Qn 215002148

135 有機分子の分子間力 : Ab initio分子軌道法に
よる分子間相互作用エネルギーの解析

都築誠二著
東京大学出版
会

437.01||Ts 215002400

136 ハートウィグ有機遷移金属化学 上 John F. Hartwig著 東京化学同人 437.8||Ha||1 215002403

137 ハートウィグ有機遷移金属化学 下
John F. Hartwig
著

東京化学同人 437.8||Ha||2 215002404

138 ブルース有機化学 上
Paula Y. Bruice
著

化学同人 437||Br||1 215002540

139 ブルース有機化学 上
Paula Y. Bruice
著

化学同人 437||Br||1 215002541

140 ブラウン有機化学 下
W.H. Brown [ほ
か] 著/井上将
行 [ほか] 訳

東京化学同人 437||Br||2 215001807

141 ブルース有機化学 下
Paula Y. Bruice
著

化学同人 437||Br||2 215002542

142 The synthetic organic chemist's companion
Michael C.
Pirrung

Wiley-
Interscience

437||Pi 215001778



143 有機化学美術館へようこそ : 分子の世界の造
形とドラマ(知りたいサイエンス:010)

佐藤健太郎著 技術評論社 437||Sa 215002079

144
Modern chemistry of aromatic heterocycles :
their synthesis & bio-synthesis and their role in
life pbk.

Mohamed Hilmy Elnagdi, Kamal
Usef Sadek, Moustafa Sherief
Moustafa, Saleh Mohammed Al-
Mousawi

Austin
Macauley

438.9||Mo 215001779

145 宇宙生命論
海部宣男, 星元
紀, 丸山茂徳編

東京大学出版
会

440||Uc 215001869

146 宇宙を創るダークマター : 「宇宙カクテル」のレ
シピ

キャサリン・フ
リース著/水谷
淳訳

日本評論社 443.9||Fr 215002544

147 生命の星の条件を探る 阿部豊著 文藝春秋 445||Ab 215001929

148 太陽系外惑星(新天文学ライブラリー:1) 田村元秀著 日本評論社 445||Ta 215001883

149 GISと地理空間情報 : ArcGIS 10.2とダウンロー
ドデータの活用 3訂版

橋本雄一編 古今書院 448.9||Gi 215002558

150 二万五千分の一地形図が変わった : 進化する
地図の世界

大竹一彦, 秋山
実著

日本地図セン
ター

448.9||Ot 215002061

151 Geodynamics 3rd ed : pbk
Donald L. Turcotte,
Gerald Schubert

Cambridge
University
Press

450.12||Tu 215002363

152 自然の風・風の文化
真木太一, 真木
みどり著

技報堂出版 451.4||Ma 215002382

153 竜巻 : メカニズム・被害・身の守り方 小林文明著 成山堂書店 451.5||Ko 215002089

154 竜巻のふしぎ : 地上最強の気象現象を探る
森田正光, 森さ
やか著

共立出版 451.5||Mo 215002389

155 日本の天気 : その多様性とメカニズム 小倉義光著
東京大学出版
会

451.91||Og 215002386

156 資料編(東日本大震災合同調査報告:地盤編2) 地盤工学会編
地盤工学会/丸
善出版 (発売)

453.212||Hi||地盤2 215002376

157 資料編(東日本大震災合同調査報告:地盤編2) 地盤工学会編
地盤工学会/丸
善出版 (発売)

453.212||Hi||地盤2 215002377

158 ライフライン施設の被害と復旧(東日本大震災
合同調査報告:土木編3)

東日本大震災合同
調査報告書編集委
員会編

土木学会/丸善
出版 (発売)

453.212||Hi||土木3 215001812

159 日本の火山図鑑 : 110すべての活火山の噴火
と特徴がわかる

高橋正樹著 誠文堂新光社 453.821||Ta 215002317

160 地震学(現代地球科学入門シリーズ:6)
長谷川昭, 佐藤
春夫, 西村太志
著

共立出版 453||Ha 215001871



161 地震学 第3版 宇津徳治著 共立出版 453||Ut 215001808

162 絵でわかる日本列島の誕生(絵でわかるシリー
ズ)

堤之恭著 講談社 455.1||Ts 215001836

163 日本の土 : 地質学が明かす黒土と縄文文化 山野井徹著 築地書館 455.1||Ya 215002551

164 眼の誕生 : カンブリア紀大進化の謎を解く
アンドリュー・パー
カー著/渡辺政隆,
今西康子訳

草思社 457.8||Pa 215002190

165 生命大躍進(教養・文化シリーズ)(NHKスペシャ
ル)

NHKスペシャル
「生命大躍進」制
作班編

NHK出版 457||Se 215002329

166 エディアカラ紀・カンブリア紀の生物(生物ミステ
リーPRO:1)

土屋健著 技術評論社 457||Ts||1 215002075

167 オルドビス紀・シルル紀の生物(生物ミステリー
PRO:2)

土屋健著 技術評論社 457||Ts||2 215002076

168 デボン紀の生物(生物ミステリーPRO:3) 土屋健著 技術評論社 457||Ts||3 215002077

169 石炭紀・ペルム紀の生物(生物ミステリーPRO:4) 土屋健著 技術評論社 457||Ts||4 215002078

170 白亜紀の生物 上巻(生物ミステリーPRO:7-8) 土屋健著 技術評論社 457||Ts||7 215002318

171 白亜紀の生物 下巻(生物ミステリーPRO:7-8) 土屋健著 技術評論社 457||Ts||8 215002319

172 結晶物性学の理解をめざして(結晶構造学:上級
編)

梶谷剛著
アグネ技術セン
ター

459.92||Ka 215001746

173 夢に出そうなミクロ生物
ミクロ生物選定
委員会編

扶桑社 460.87||Yu 215001916

174 メカノバイオロジー : 細胞が力を感じ応答する
仕組み(Dojin bioscience series:21)

曽我部正博編 化学同人 463||Me 215001873

175 はじめての生化学 : 生活のなぜ?を知るための
基礎知識 第2版

平澤栄次著 化学同人 464||Hi 215002155

176 エピジェネティクス革命 : 世代を超える遺伝子
の記憶

ネッサ・キャリー
著/中山潤一訳

丸善出版 467.21||Ca 215002315

177 コア講義分子遺伝学 田村隆明著 裳華房 467.21||Ta 215001727

178 バイオインフォマティクス入門
日本バイオイン
フォマティクス学
会編

慶應義塾大学
出版会

467.3||Ba 215002356



179 進化の謎をゲノムで解く(細胞工学:別冊) 長谷部光泰監修
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

467.3||Sh 215001876

180
生命進化のシステムバイオロジー : 進化システ
ム生物学入門(日評ベーシック・シリーズ. シリー
ズ進化生物学の新潮流)

田中博著 日本評論社 467.5||Ta 215002354

181 生態学事典
巌佐庸 [ほか]
編

共立出版 468.033||Se 215002378

182 弱者の戦略(新潮選書) 稲垣栄洋著 新潮社 468.04||In 215002119

183 世界の美しい猛毒&有毒生物 今泉忠明監修 宝島社 468||Se 215002323

184 送粉生態学調査法(生態学フィールド調査法シ
リーズ:2)

酒井章子著 共立出版 471.3||Sa 215001877

185 見えないものを見る力 : 「潜在自然植生」の思
想と実践

宮脇昭著 藤原書店 471.7||Mi 215001742

186 植物の環境適応と持続的開発
柏木良明, 土谷
彰男, 西沢利栄
著

古今書院 471.71||Ka 215001724

187 驚異の植物花の不思議 : 知られざる花と植物
の世界(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレ
ス

471||Ky 215002153

188 日本のきのこ 増補改訂新版(山渓カラー名鑑)

今関六也, 大谷吉雄, 本
郷次雄編・解説/青木孝
之 [ほか] 解説/伊沢正
名 [ほか] 写真

山と渓谷社 474.85||Ni 215001948

189 へんな生きもの : へんな生きざま
早川いくを編著・
デザイン

エクスナレッジ 480.4||Ha 215002495

190 感覚(研究者が教える動物実験:第1巻)
尾崎まみこ [ほ
か] 編

共立出版 480.75||Ke||1 215002330

191 海辺の生きもの図鑑 : 磯で観察しながら見られ
る水に強い本!

千葉県立中央博
物館分館海の博
物館監修

成山堂書店 481.72||Um 215002121

192 世界で一番美しい海のいきもの図鑑 吉野雄輔著 創元社 481.72||Yo 215002331

193 動物行動の分子生物学(新・生命科学シリーズ)
久保健雄 [ほか]
共著/太田次郎
[ほか] 編集

裳華房 481.78||Do 215001728

194 先生、モモンガの風呂に入ってください!(「鳥取
環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 215001730

195 先生、大型野獣がキャンパスに侵入しまし
た!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 215001731

196
先生、ワラジムシが取っ組みあいのケンカをし
ています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行
動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 215001732



197 先生、洞窟でコウモリとアナグマが同居してい
ます!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学)

小林朋道著 築地書館 481.78||Ko 215001733

198 観察する目が変わる動物学入門(Beret
science)

浅場明莉, 菊水
健史著

ベレ出版 481||As 215001738

199 ふしぎ動物図鑑 : おどろきの能力のしくみを詳
細イラストで(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレ
ス

481||Fu 215002154

200
消えゆく熱帯雨林の野生動物 : 絶滅危惧動物
の知られざる生態と保全への道(DOJIN選
書:67)

松林尚志著 化学同人 482.2435||Ma 215002324

201 無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計学 : EBM
の実践から臨床研究まで 改訂2版

神田善伸著 中外医学社 490.19||Ka 215002556

202 「ニセ医学」に騙されないために : 危険な反医
療論や治療法、健康法から身を守る!

NATROM著 メタモル出版 490.4||Na 215001743

203 Caregiver : reading the current medical world
Susumu Kondo,
Gerald R. Gordon,
Minori Yoshioka

朝日出版社 490.7||Ca 215002194

204
老化という生存戦略 : 進化におけるトレードオフ
(日評ベーシック・シリーズ. シリーズ進化生物学
の新潮流)

近藤祥司著 日本評論社 491.358||Ko 215002355

205 意識と脳 : 思考はいかにコード化されるか
スタニスラス・
ドゥアンヌ [著]/
高橋洋訳

紀伊国屋書店 491.371||De 215001917

206 脳には妙なクセがある 池谷裕二著 扶桑社 491.371||Ik 215001849

207 脳には妙なクセがある 池谷裕二著 扶桑社 491.371||Ik 215001850

208 Nursing theories & nursing practice Fourth
edition

[edited by] Marlaine C. Smith, P
hD. RN, AHN-BC, FAAN, Marilyn
E. Parker, PhD, RN, FAAN

F.A. Davis
Company

492.9||Sm 215002493

209
Nursing research : generating and assessing
evidence for nursing practice 9th ed :
international ed

Denise F. Polit,
Cheryl Tatano Beck

Wolters Kluwer
Health/Lippincott
Williams & Wilkins

492.907||Po 215002365

210 被曝評価と科学的方法(岩波科学ライブラ
リー:236)

牧野淳一郎著 岩波書店 493.195||Ma 215002074

211 ストレス学ハンドブック 丸山総一郎編 創元社 493.49||Su 215001800

212 知っておきたい精神医学の基礎知識 : サイコロ
ジストとメディカルスタッフのために 第2版

上島国利, 上別
府圭子, 平島奈
津子編

誠信書房 493.7||Sh 215002217

213 DSM-5をつかうということ : その可能性と限界
ジョエル・パリス
著/松崎朝樹監
訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493.72||Pa 215002214

214 高次脳機能診断法 新訂第3版 中野光子著 山王出版 493.73||Na 215002022



215 私は発達障害のある心療内科医 : 「いつも生き
づらさを感じている人」への処方箋

星野仁彦著 マキノ出版 493.76||Ho 215002025

216 大人の発達障害を診るということ : 診断や対応
に迷う症例から考える

青木省三, 村上
伸治編集

医学書院 493.76||Ot 215001831

217 セラピストのための行動活性化ガイドブック :
「うつ病を治療する10の中核原則」

クリストファー・R・
マーテル, ソナ・ディミ
ジアン, ルース・ハー
マン‐ダン著

創元社 493.764||Ma 215002523

218 セラピストのための行動活性化ガイドブック :
「うつ病を治療する10の中核原則」

クリストファー・R・
マーテル, ソナ・ディミ
ジアン, ルース・ハー
マン‐ダン著

創元社 493.764||Ma 215002525

219 がん病態栄養専門管理栄養士のためのがん栄
養療法ガイドブック

日本病態栄養学
会編

メディカルレ
ビュー社

494.5||Ga 215001824

220 食品成分表 2015 : セット 香川芳子監修
女子栄養大学
出版部

498.51||Sh||'15 215002067

221 食品衛生学 : 「食の安全」の科学 改訂第2版
那須正夫, 和田
啓爾編集

南江堂 498.54||Sh 215001833

222 医薬品の合成戦略 : 医薬中間体から原薬まで
有機合成化学協
会編

化学同人 499.34||Iy 215002405

223 測定器の使い方と測定計算(でか版技能ブック
ス:3)

ツールエンジニア
編集部編著

大河出版 501.22||So 215002132

224 複合材料の力学
リチャード M. クリ
ステンセン著/岡部
朋永, 矢代茂樹訳

共立出版 501.32||Ch 215001794

225 残留応力のX線評価 : 基礎と応用
田中啓介, 鈴木
賢治, 秋庭義明
共著

養賢堂 501.32||Ta 215001815

226 An introduction to properties, applications, and
design 4th ed(Engineering materials:1)

Michael F.
Ashby, David
R.H. Jones

Butterworth-
Heinemann

501.4||As 215002485

227 Mechanics of composite materials
Richard M.
Christensen

Dover
Publications

501.4||Ch 215002486

228 有機機能材料 : 基礎から応用まで(エキスパー
ト応用化学テキストシリーズ)

松浦和則 [ほか]
著

講談社 501.4||Yu 215002181

229 これからの環境エネルギー : 未来は地域で完
結する小規模分散型社会

鮎川ゆりか著 三和書籍 501.6||Ay 215001739

230 はじめて学ぶJw_cad7(エクスナレッジムック) Obra Club著 エクスナレッジ 501.8||Ha 215002409

231 はじめて学ぶJw_cad7(エクスナレッジムック) Obra Club著 エクスナレッジ 501.8||Ha 215002410

232 エンジニアリングデザイン入門 : 技術の創造と
倫理の基礎

林和伸 [ほか]
著

理工図書 501.83||En 215002415



233 エンジニアリングデザイン入門 : 技術の創造と
倫理の基礎

林和伸 [ほか]
著

理工図書 501.83||En 215002416

234 理系のための科学技術者倫理 : JABEE基準対
応

直江清隆, 盛永
審一郎編

丸善出版 507||Ri 215002545

235 土木をゆく : 橋・トンネル・ダム・鉄道・空港の
“建設のヒミツ"に迫る!!(イカロスMOOK)

イカロス出版 510.921||Do 215001740

236 現場における地盤調査法の基本 : ジオ・エンジ
ニア養成塾(ジオテクノート:16)

現場における地盤調査
法の基本--ジオ・エンジ
ニア養成塾--編集委員
会編集

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ge 215002087

237 地盤工学における性能設計入門(入門シリー
ズ:38)

地盤工学における性
能設計入門編集委員
会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.3||Ji 215002097

238 土壌・地下水汚染の調査・予測・対策 続(地盤
工学・実務シリーズ:15, 25)

地盤工学会土壌・地
下水汚染の調査・予
測・対策編集委員会
編

地盤工学会 511.3||Ji||25 215001946

239 最新コンクリート工学 第6版
小林一輔, 武若
耕司共著

森北出版 511.7||Ko 215001924

240 落石対策工の設計法と計算例
落石対策施工の設
計法と計算例編集
委員会編集

地盤工学会 513.1||Ra 215001944

241 落石対策工の設計法と計算例
落石対策施工の設
計法と計算例編集
委員会編集

地盤工学会 513.1||Ra 215001945

242 軽量土工法(地盤工学・実務シリーズ:22)
地盤工学会軽量
土工法編集委員
会編集

地盤工学会/丸
善株式会社出
版事業部 (発
売)

513.3||Ke 215001848

243 杭基礎のトラブルとその対策 第1回改訂版(トラ
ブルと対策シリーズ:1)

地盤工学会杭基礎
のトラブルとその対
策編集委員会編集

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

513.3||To||1 215001809

244 自転車通行を考慮した交差点設計の手引 : 平
面交差の計画と設計

交通工学研究
会/丸善出版
(発売)

514.13||Ji 215002082

245 自転車通行を考慮した交差点設計の手引 : 平
面交差の計画と設計

交通工学研究
会/丸善出版
(発売)

514.13||Ji 215002083

246 道路工学 改訂3版(大学土木)
稲垣竜興編/中村
俊行, 稲垣竜興, 小
梁川雅共著

オーム社 514||In 215001925

247 橋 : Bridges in Japan 2014 土木学会 515||Ha||'14 215002437

248 Specifications for highway bridges [2012] part 1
: Common

Japan Road
Association

Maruzen
[distributor]

515||Sp||1 215001811

249 水辺の土木 : とっておきの風景/伊東孝 [ほか]
執筆 第2版(Lixil booklet)

LIXIL出版 517||Mi 215002390

250 河川工学の基礎と防災(気象ブックス:040) 中尾忠彦著 成山堂書店 517||Na 215002080



251 河川工学の基礎と防災(気象ブックス:040) 中尾忠彦著 成山堂書店 517||Na 215002081

252
強靭でしなやかな廃棄物処理を目指して : 廃棄
物処理技術・システムの先進的な取り組み
(JESCブックレット)

編集企画委員会
編集

日本環境衛生
センター

518.52||Ky 215002090

253 見えがくれする都市 : 江戸から東京へ(SD選
書:162)

槙文彦他著 鹿島出版会 518.8||Mi 215002100

254 リノベーションまちづくり : 不動産事業でまちを
再生する方法

清水義次著 学芸出版社 518.8||Sh 215002235

255 広場の造形(SD選書:175)
カミロ・ジッテ著/
大石敏雄訳

鹿島出版会 518.8||Si 215002104

256 交通まちづくり : 地方都市からの挑戦
原田昇編著/羽
藤英二, 高見淳
史編集幹事

鹿島出版会 518.84||Ko 215002379

257 交通まちづくり : 地方都市からの挑戦
原田昇編著/羽
藤英二, 高見淳
史編集幹事

鹿島出版会 518.84||Ko 215002380

258 都市工学の数理 基礎編 浅見泰司著 日本評論社 518||As 215002088

259
環境政策と環境運動の社会学 : 自然保護問題
における解決過程および政策課題設定メカニズ
ムの中範囲理論

茅野恒秀著 ハーベスト社 519.1||Ch 215002116

260 公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・
土地利用調整の現況 平成26年版

公害等調整委員
会編

大蔵省印刷局 519.1||Ko||26 215002122

261 死の棘・アスベスト : 作家はなぜ死んだのか 加藤正文著 中央公論新社 519.3||Ka 215001709

262 自然再生の環境倫理 : 復元から再生へ 富田涼都著 昭和堂 519.81||To 215002085

263 自然再生の環境倫理 : 復元から再生へ 富田涼都著 昭和堂 519.81||To 215002086

264 レジリエンスと地域創生 : 伝統知とビッグデータ
から探る国土デザイン

林良嗣, 鈴木康
弘編著

明石書店 519.9||Re 215002535

265 Environmental virtue ethics : pbk
edited by Ronald
Sandler and Philip
Cafaro

Rowman &
Littlefield
Publishers

519||En 215002501

266 国際環境政策 長谷敏夫著 時潮社 519||Ha 215002112

267 環境工学入門(First Stageシリーズ:科学・環境)
花木啓祐 [ほか]
著

実教出版 519||Ka 215002384

268
地球環境がわかる : 自然の一員としてどう生き
ていくか エコを考える現代人必携の入門書 改
訂新版(ファーストブック)

西岡秀三, 宮崎
忠國, 村野健太
郎著

技術評論社 519||Ni 215002110



269 新しい環境科学 : 環境問題の基礎知識をマス
ターする 改訂2版

鈴木孝弘著 駿河台出版社 519||Su 215002101

270 トコトンやさしい環境汚染の本(B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ)

大岩敏男 [ほか]
著

日刊工業新聞
社

519||To 215002096

271 死ぬまでに見たい世界の名建築1001
マーク・アーヴィ
ング編集

エクスナレッジ 520.2||Sh 215001832

272 2025年の建築「新しいシゴト」
島原万丈 [ほか]
著/日経アーキテク
チュア編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

520.4||Ni 215001837

273 フランク・ロイド・ライト(SD選書:7) 谷川正己著
鹿島研究所出
版会

520.8||Ta 215002092

274 基礎から学ぶ建築生産 : 生産マネジメントから
施工・維持管理まで

大久保孝昭編著/
鬼塚雅嗣, 閑田徹
志, 眞方山美穂著

学芸出版社 520.9||Ki 215002381

275
建築基準法 平成26年法改正対応版(エクスナ
レッジムック. 世界で一番やさしい : 111のキー
ワードで学ぶ:12)(建築知識)

谷村広一著 エクスナレッジ 520.91||Ta 215001838

276 日本木造遺産 : 千年の建築を旅する
藤森照信, 藤塚
光政著

世界文化社 521.8||Fu 215001717

277 日本の最も美しい名建築
田中禎彦文/小
野吉彦写真

エクスナレッジ 523.1||Ta 215001923

278 図説建築構造力学 浅野清昭著 学芸出版社 524.1||As 215002105

279 ゼロからはじめる「構造力学」演習 原口秀昭著 彰国社 524.1||Ha 215002109

280 基礎からわかる静定構造力学 村上雅英著 学芸出版社 524.1||Mu 215001792

281 くわしすぎる構造力学演習 1
岡田章, 宮里直
也著

彰国社 524.1||Ok||1 215002113

282 くわしすぎる構造力学演習 2
岡田章, 宮里直
也著

彰国社 524.1||Ok||2 215002115

283 津波に負けない住まいとまちをつくろう!

東日本大震災の教
訓を後世に残すこ
とを考える勉強会
編

技報堂出版 524.9||Ts 215002064

284 デザイナーのための建築環境計画 : 熱・日射・
光・風

猪岡達夫著 丸善出版 525.1||In 215002084

285 環境・設備から考える建築デザイン(はじめての
建築学:建築・環境共生デザイン基礎編)

建築学教育研究
会編/遠藤智行
[ほか] 著

鹿島出版会 525.1||Ka 215002111

286 イラストでわかる建築施工管理用語集
中井多喜雄, 石
田芳子著

学芸出版社 525||Na 215001810



287 超高層ビルの"なぜ"を科学する : だれもが抱く
素朴な疑問にズバリ答える!

大成建設「超高層
ビル」研究プロジェ
クトチーム著

アーク出版 526.9||Ch 215001737

288 住宅・インテリアの教科書 : 世界の巨匠に学ぶ
建築デザインの基本

鈴木敏彦, 松下
希和, 中山繁信
著

エクスナレッジ 527.1||Su 215002108

289 いえ団地まち : 公団住宅設計計画史(住まい学
大系:103)

木下庸子, 植田
実編著

住まいの図書
館出版局/ラト
ルズ (発売)

527.8||Ie 215001756

290 知識ゼロから学ぶ建築設備のしくみ
来馬輝順, 多田
和秀, 長澤集著

ナツメ社 528||Ku 215002093

291
The Penguin dictionary of physics 4th ed. /
[John Cullerne] : pbk(Penguin reference library.
Reference/science)

Penguin 530.03||Pe 215002484

292 野生のエンジニアリング : タイ中小工業におけ
る人とモノの人類学

森田敦郎著 世界思想社 530.92||Mo 215002237

293 材料力学(Professional engineer library) 久池井茂編著 実教出版 531.1||Za 215001716

294 NC旋盤活用マニュアル(でか版技能ブックス:4)
ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532.1||Nc 215002136

295 穴加工用工具のすべて(でか版技能ブックス:10)
ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532.6||An 215002130

296 エンドミルのすべて(でか版技能ブックス:2)
ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532.6||En 215002129

297 工具材種の選びかた使い方(でか版技能ブック
ス:11)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532.6||Ko 215002127

298 旋削工具のすべて(でか版技能ブックス:12)
ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532.6||Se 215002128

299 治具・取付具の作りかた使い方(でか版技能
ブックス:5)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532.69||Ji 215002131

300 生産加工学 : ものづくりの技術から経済性の検
討まで

井上孝司, ペトロ
ス アブラハ, 酒
井克彦共著

コロナ社 532||In 215002391

301 マシニングセンタのプログラム入門(でか版技能
ブックス:15)

伊藤勝夫著 大河出版 532||It 215002138

302 MCのカスタムマクロ入門(でか版技能ブック
ス:19)

伊藤勝夫著 大河出版 532||It 215002139

303 MC(マニシングセンタ)のマクロプログラム例題
集(でか版技能ブックス:21)

伊藤勝夫著 大河出版 532||It 215002140

304 マシニングセンタ活用マニュアル(でか版技能
ブックス:1)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532||Ma 215002137



305 難削材&難形状加工のテクニック(でか版技能
ブックス:18)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532||Na 215002133

306 NC工作機械活用マニュアル(でか版技能ブック
ス:8)

ツールエンジニア
編集部編著

大河出版 532||Nc 215002135

307 蒸気タービン 新改訂版 ターボ機械協会編 日本工業出版 533.35||Jo 215002125

308 流体力学の基礎(機械工学:EKK-4)
宮内敏雄, 店橋護,
小林宏充共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

534.1||Mi 215002144

309 演習で学ぶ「流体の力学」入門
西海孝夫, 一柳
隆義著

秀和システム 534.1||Ni 215002145

310 ポンプのキャビテーション損傷の予測と評価 改
訂版(TSJ G:001)

ターボ機械協会
[著]

ターボ機械協会
/日本工業出版

534.4||Po 215002393

311 ターボポンプ 新改訂版
ターボ機械協会
編

日本工業出版 534.4||Ta 215002126

312 科学機器の歴史 : 望遠鏡と顕微鏡 : イタリア・
オランダ・フランスとアカデミー

塚原東吾編/三
浦伸夫 [ほか]
[著]

日本評論社 535.8||Ka 215002427

313 光学技術の事典
黒田和男 [ほか]
編

朝倉書店 535.8||Ko 215002550

314 マイクロスコープ : 浜野コレクションに見る顕微
鏡の歩み

秋山実著 オーム社 535.83||Ak 215002430

315 KMAPによる飛行機設計演習 : 模型飛行機から
旅客機まで

片柳亮二著 産業図書 538.21||Ka 215002394

316 飛行機はどのように設計するのか(飛行機設計
入門:[1])

片柳亮二著
日刊工業新聞
社

538.21||Ka 215002395

317 飛行機物語 : 航空技術の歴史(ちくま学芸文
庫:[ス15-1])

鈴木真二著 筑摩書房 538.6||Su 215002143

318 例題で学ぶ航空工学 : 旅客機・無人飛行機・模
型飛行機・人力飛行機・鳥の飛行

片柳亮二著 成山堂書店 538||Ka 215002141

319 原発メルトダウンへの道 : 原子力政策研究会
100時間の証言

NHK ETV特集取
材班著

新潮社 539.091||Ge 215001708

320 反核から脱原発へ : ドイツとヨーロッパ諸国の
選択

若尾祐司, 本田
宏編

昭和堂 539.091||Ha 215001986

321 原発処分 : 先進国ドイツの現実 : 地底1000メー
トルの核ゴミ地獄

広瀬隆著 五月書房 539.091||Hi 215001828

322 電気エネルギー応用工学 森本雅之著 森北出版 540||Mo 215001721



323 スマートグリッドを支える電力システム技術

スマートグリッド実
現に向けた電力系
統技術調査専門委
員会編

電気学会/オー
ム社 (発売)

543.1||Su 215002420

324 事例に学ぶ小水力発電
小林久, 金田剛
一共編

オーム社 543.3||Ji 215002421

325 全電源喪失の記憶 : 証言・福島第1原発--1000
日の真実

高橋秀樹編著 祥伝社 543.5||Ze 215001715

326 あかりと照明のサイエンス 牟田淳著 オーム社 545||Mu 215002187

327 世界の技術を支配するベル研究所の興亡
ジョン・ガート
ナー著/土方奈
美訳

文藝春秋 547.076||Ge 215001711

328 ベイズ信号処理 : 信号・ノイズ・推定をベイズ的
に考える

関原謙介著 共立出版 547.1||Se 215002164

329 インターネットバックボーンネットワーク : MPLS,
GMPLS, フォトニックとSDNを理解する

山中直明編著
電気通信協会/
オーム社 (発売)

547.48||In 215002185

330 Webサービス開発徹底攻略(Web+DB Pressプラ
スシリーズ)

技術評論社 547.483||We 215002170

331 本格ビジネスサイトを作りながら学ぶWordPress
の教科書

プライム・ストラ
テジー株式会社
著

SBクリエイティ
ブ

547.4833||Ho 215001892

332 電磁波工学の基礎(新・電子システム工
学:TKR-8)

中野義昭著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

547.5||Na 215001926

333 光導波路の電磁界数値解析法 左貝潤一著 森北出版 547.68||Sa 215002429

334
イラスト・図解光ファイバ通信のしくみがわかる
本 : 原理から最新技術まで、よくわかる光ファイ
バ入門

山下真司著 技術評論社 547.68||Ya 215002186

335 3D立体映像表現の基礎 : 基本原理から制作技
術まで

河合隆史 [ほか]
共著

オーム社 547.8||Su 215001956

336 英語で学ぶロボット工学 : 運動学,動力学と制御 金宮好和著 コロナ社 548.3||Ka 215002413

337 英語で学ぶロボット工学 : 運動学,動力学と制御 金宮好和著 コロナ社 548.3||Ka 215002414

338 ロボットの人類学 : 二〇世紀日本の機械と人間 久保明教著 世界思想社 548.3||Ku 215001790

339 初学者のためのKMAP入門 片柳亮二著 産業図書 548.31||Ka 215002142

340 計測のためのフィルタ回路設計 : 各種フィルタ
の実践からロックイン・アンプまで(C&E Tutorial)

遠坂俊昭著 CQ出版 549.3||En 215002070



341 基礎から学べる論理回路 第2版 速水治夫著 森北出版 549.3||Ha 215002157

342 例題で学ぶアナログ電子回路入門 樋口英世著 森北出版 549.3||Hi 215002406

343 図解論理回路入門 堀桂太郎著 森北出版 549.3||Ho 215002407

344 スイッチング電源の原理と設計 落合政司著 オーム社 549.3||Oc 215002419

345 高効率太陽電池 : 化合物・集光型・量子ドット
型・Si・有機系・その他新材料

[山口真史ほか
著]

エヌ・ティー・エ
ス

549.51||Ko 215001840

346
特集ペロブスカイト太陽電池の新たなる展開(月
刊ファインケミカル : 調査・資料・報道・抄録:第
44巻第7号)

シーエムシー出
版

549.51||To 215001845

347 はかる×わかる半導体半導体テスト技術者検
定3級問題集

浅田邦博, パワー
デバイス・イネーブ
リング協会監修

日経BPコンサル
ティング/日経BP
マーケティング (発
売)

549.8||Ha 215001841

348 半導体SiC技術と応用 第2版
松波弘之 [ほか]
編著

日刊工業新聞
社

549.8||Ha 215001949

349 半導体SiC技術と応用 第2版
松波弘之 [ほか]
編著

日刊工業新聞
社

549.8||Ha 215001950

350 薄膜工学 第2版
吉田貞史, 近藤
高志編著

丸善出版 549.8||Ha 215001952

351
3次元システムインパッケージと材料技術 普及
版(CMCテクニカルライブラリー:442. エレクトロ
ニクスシリーズ)

須賀唯知監修
シーエムシー出
版

549.8||Sa 215001842

352 先端有機半導体デバイス : 基礎からデバイス
物性まで

日本学術振興会情
報科学用有機材料
第142委員会C部
会編

オーム社 549.8||Se 215001823

353
熱電変換材料実用・活用を目指した設計と開発
: 材料技術/モジュール化/フレキシブル化/実
用例

情報機構 549.83||Ne 215001891

354 実用レーザ切断・溶接加工 : 実践に役立つレー
ザの知識

新井武二著
日刊工業新聞
社

549.95||Ar 215002392

355 光技術 : その軌跡と挑戦(別冊日経サイエン
ス:202)

加藤義章編

日経サイエンス
/日本経済新聞
出版社 (発売)

549.95||Hi 215002182

356 ドレスト光子はやわかり! : 光科学技術革命 : 異
次元の光技術入門

大津元一著/杉
森輝彦編

丸善プラネット/
丸善出版 (発
売)

549.95||Ot 215002184

357 光エレクトロニクス 展開編
ヤリーヴ, イェー
[著]/石川卓哉
[ほか] 共訳

丸善 549.95||Ya 215001951

358 海のいのちを守る : プロ潜水士の夢 渋谷正信著 春秋社 558.04||Sh 215002388



359 元素と金属の科学(B&Tブックス. おもしろサイエ
ンス)

坂本卓著
日刊工業新聞
社

563.6||Sa 215001718

360 金型製作の基本とノウハウ(でか版技能ブック
ス:16)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 566.13||Ka 215002134

361 チューブハイドロフォーミング : 軽量化のための
成形加工技術

日本塑性加工学
会編

森北出版 566.2||Ty 215001793

362 溶接・接合工学概論 第2版
佐藤邦彦著/
オーム社開発局
企画編集

オーム社 566.6||Sa 215002123

363 ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の基
礎

表面技術協会編 コロナ社 566.78||Do 215002146

364 やさしい超音波振動応用加工技術
鬼鞍宏猷, 神雅彦
共著

養賢堂 566||On 215001736

365
非在来型天然ガスのすべて : エネルギー資源
の新たな主役 : コールベッドメタン・シェールガ
ス・メタンハイドレート

日本エネルギー学会天
然ガス部会資源分科会
CBM・SG研究会GH研究
会著

日本工業出版 568.8||Hi 215001734

366 新素材を生み出す「機能性化学」がわかる
(Beret science)

齋藤勝裕著 ベレ出版 570||Sa 215002399

367 ベーシック移動現象論 吉川史郎著 化学同人 571.01||Yo 215002401

368 粉体の科学(B&Tブックス. おもしろサイエンス)
内藤牧男, 野田
直希, 牧野尚夫
著

日刊工業新聞
社

571.2||Na 215001719

369 フロー・マイクロ合成 : 基礎から実際の合成・製
造まで(Dojin academic series:7)

吉田潤一編 化学同人 571||Fu 215002402

370 ベーシック反応工学 太田口和久著 化学同人 571||Ot 215002151

371 ベーシック反応工学 太田口和久著 化学同人 571||Ot 215002152

372 窒素固定の科学 : 化学と生物学からの挑戦 干鯛眞信著 裳華房 574.92||Hi 215001726

373 100事例でわかるプラスチック材料の破壊・破断
面の見方

藤木榮, 萩原利
哉著

日刊工業新聞
社

578.4||Fu 215002426

374
高分子架橋と分解の新展開 普及版(CMCテク
ニカルライブラリー:531. ファインケミカルシリー
ズ)

シーエムシー出
版

578||Ko 215001839

375 新しい食品加工学 : 食品の保存・加工・流通と
栄養

小川正, 的場輝
佳編集

南江堂 588||At 215001834

376 食品保蔵・加工学 改題改訂版(栄養科学シリー
ズNEXT. 食べ物と健康)

海老原清, 関川
三男, 大槻耕三
編

講談社 588||Sh 215001835



377 ラオスの森はなぜ豊かにならないのか : 地域情
報の抽出と分析(農村計画学のフロンティア:5)

淺野悟史著 農林統計出版 611.15||As 215002059

378 迫り来る食糧危機 : 食の「安全」保障を考える 田中豊裕著 大学教育出版 611.3||Ta 215001741

379 食品ロスの経済学 小林富雄著 農林統計出版 611.32||Ko 215001744

380
フェアトレードの人類学 : ラオス南部ボーラ
ヴェーン高原におけるコーヒー栽培農村の生活
と協同組合

箕曲在弘著 めこん 617.3||Mi 215002040

381 犬と人が出会うとき : 異種協働のポリティクス
ダナ・ハラウェイ
著/高橋さきの
訳

青土社 645.6||Ha 215002057

382 いのちをいただく
内田美智子文/
諸江和美絵

西日本新聞社 648.22||Uc 215002019

383 樹は語る : 芽生え・熊棚・空飛ぶ果実 清和研二著 築地書館 653.7||Se 215002326

384 シカの脅威と森の未来 : シカ柵による植生保全
の有効性と限界

前迫ゆり, 高槻
成紀編

文一総合出版 654.8||Sh 215002328

385 森林と木材を活かす事典 : 地球環境と経営の
両立の為の情報集大成

ガイアブックス 657.036||Sh 215001697

386 図解よくわかる炭の力(B&Tブックス)
炭活用研究会編
著

日刊工業新聞
社

658.2||Zu 215002411

387 海洋科学入門 : 海の低次生物生産過程
多田邦尚, 一見
和彦, 山口一岩
著

恒星社厚生閣 663.68||Ta 215002118

388 大江戸商い白書 : 数量分析が解き明かす商人
の真実(講談社選書メチエ:602)

山室恭子著 講談社 672.1||Ya 215002189

389 Alibabaアリババの野望 : 世界最大級の「ITの巨
人」ジャック・マーの見る未来

王利芬, 李翔著/
鄭重, 祖沁澄訳

KADOKAWA 673.36||Ou 215001707

390 都市サービス空間の地理学 林上著 原書房 673.9||Ha 215002065

391 サイトの改善と目標達成のためのWeb分析の教
科書

日本Web協会
(JWA)編著

マイナビ 675||Sa 215001735

392 モビリティをマネジメントする : コミュニケーショ
ンによる交通戦略

藤井聡, 谷口綾
子, 松村暢彦編
著

学芸出版社 681.8||Mo 215002387

393 新・観光立国論 : モノづくり国家を超えて
寺島実郎, 一般
財団法人日本総
合研究所著

NHK出版 689.1||Sh 215001710

394 観光ニッポン最前線!(洋泉社mook) 洋泉社 689.21||Ka 215002017



395 稼げる観光 : 地方が生き残り潤うための知恵
(ポプラ新書:063)

鈴木俊博著 ポプラ社 689.4||Su 215002102

396 稼げる観光 : 地方が生き残り潤うための知恵
(ポプラ新書:063)

鈴木俊博著 ポプラ社 689.4||Su 215002103

397 自然ツーリズム学(よくわかる観光学:2)
菊地俊夫, 有馬
貴之編著

朝倉書店 689||Sh 215002066

398 ドキュメンタリーを作る : テレビ番組制作・授業
と実践

山登義明著
京都大学学術
出版会

699.64||Ya 215002060

399 読みやすい文字と伝わるイラスト : 描き方
BOOK!(MF comic essay)

森井ユカ著 KADOKAWA 727||Mo 215002168

400 ロジカル・ディスカッション : チーム思考の整理
術(Facilitation skills)

堀公俊, 加藤彰
著

日本経済新聞
出版社

809.6||Ho 215002161

401 「てにをは」からやりなおす日本語レッスン(○×
チェックでみるみるわかる)

町田健著 技術評論社 810||Ma 215002124

402 Wordによる論文・技術文書・レポート作成術 :
Word2013/2010/2007対応

神谷幸宏著 コロナ社 816.5||Ka 215002173
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