
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 やさしいJava 第6版 高橋麻奈著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ta 216001681

2 基本無機化学 第3版
荻野博, 飛田博実, 岡
崎雅明著 東京化学同人 435||Og 216001682

3 Rで楽しむ統計 (Wonderful R:1) 奥村晴彦著 共立出版 417||Ok 216001683

4 3D-CAD/CG入門 : Inventorと3ds Maxで学ぶ図
形科学 第3版 (Information & computing:115)

鈴木賢次郎 [ほ
か] 共著

サイエンス社 501.8||Su 216001684

5 Chainerによる実践深層学習 (ディープラーニン
グ)

新納浩幸著 オーム社 007.13||Sh 216001685

6 科学技術計算のためのPython入門 : 開発基
礎、必須ライブラリ、高速化

中久喜健司著 技術評論社 007.64||Na 216001687

7
データサイエンティスト養成読本 : プロになるた
めのデータ分析力が身につく! 改訂2版
(Software design plusシリーズ)

佐藤洋行 [ほか]
著

技術評論社 675||De 216001688

8 カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態
空間モデル (統計学one point:2)

野村俊一著 共立出版 417.6||No 216001689

9 代数曲線入門
宮西正宜, 増田
佳代著

共立出版 411.8||Mi 216001690

10 新編化学基礎
竹内敬人 [ほか]
著

東京書籍 430||Sh 216001692

11 新編化学
竹内敬人 [ほか]
著

東京書籍 430||Sh 216001693

12 化学基礎 新版
井口洋夫, 相原
惇一 [ほか] 著

実教出版 430||Ka 216001694

13 化学 新版
井口洋夫[ほか]
著

実教出版 430||Ka 216001695

14 新編化学基礎
齋藤烈, 藤嶋昭,
山本隆一編

新興出版社啓
林館

430||Sh 216001696
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15 化学
齋藤烈, 山本隆
一 [ほか] 著

啓林館 430||Ka 216001697

16 高等学校化学基礎
野村祐次郎, 辰
巳敬 [ほか] 著

数研出版 430||Ko 216001698

17 化学
辰巳敬 [ほか]
著

数研出版 430||Ka 216001699

18 新化学基礎 : 高等学校
山内薫 [ほか]
著

第一学習社 430||Sh 216001700

19 高等学校化学
山内薫 [ほか]
著

第一学習社 430||Ko 216001701

20 化学基礎
竹内敬人 [ほか]
著

東京書籍 430||Ka 216001702

21 化学基礎
井口洋夫, 木下
實 [ほか] 著

実教出版 430||Ka 216001703

22 高校化学基礎
務台潔 [ほか]
著

実教出版 430||Ko 216001704

23 化学基礎
齋藤烈, 藤嶋昭,
山本隆一編

新興出版社啓
林館

430||Ka 216001705

24 化学基礎
辰巳敬 [ほか]
著

数研出版 430||Ka 216001706

25 高等学校化学基礎 山内薫 [ほか] 著 第一学習社 430||Ko 216001707

26 化学
竹内敬人 [ほか]
著

東京書籍 430||Ka 216001708

27 化学
井口洋夫[ほか]
著

実教出版 430||Ka 216001709

28 エリアリノベーション : 変化の構造とローカライ
ズ

馬場正尊+Open
A編著/明石卓
巳 [ほか] 著

学芸出版社 518.8||Er 216001712

29 メディアとしてのコンクリート : 土・政治・記憶・労
働・写真

エイドリアン・
フォーティー 著/
坂牛卓 [ほか]
訳

鹿島出版会 511.7||Fo 216001713



30 水圏微生物学の基礎
濵崎恒二, 木暮
一啓編

恒星社厚生閣 465||Su 216001714

31 国土学 : 国民国家の現象学 (叢書新文明学:4)
大石久和, 藤井
聡著

北樹出版 601.1||Oi 216001715

32 これからの建築士 : 職能を拡げる17の取り組み

倉方俊輔, 吉良
森子, 中村勉編
著/HandiHouse
project [ほか著]

学芸出版社 520.9||Ko 216001716

33 回転体力学の基礎と制振
石田幸男, 池田
隆共著

コロナ社 531.3||Is 216001717

34 数値電磁界解析のためのFDTD法 : 基礎と実
践

宇野亨編著/何
一偉, 有馬卓司
共著

コロナ社 427||Un 216001718

35 詳説半導体物性
David K. Ferry [著]/落
合勇一, 関根智幸, 青木
伸之共訳

コロナ社 428.8||Fe 216001719

36 はじめての論理回路 河辺義信著 森北出版 549.3||Ka 216001720

37 プラズマ入門 第2版 川田重夫著 森北出版 427.6||Ka 216001721

38 クラスター・ナノ粒子・薄膜の基礎 : 形成過程、
構造、電気・磁気物性 (材料学シリーズ)

隅山兼治著 内田老鶴圃 431.1||Su 216001722

39 地熱エネルギー技術読本
野田徹郎, 江原
幸雄共編

オーム社 543.7||Ch 216001723

40 図解LabVIEW実習 : ゼロからわかるバーチャル
計測器 第2版

堀桂太郎著 森北出版 501.22||Ho 216001724

41 蛍光X線分析の実際 第2版 中井泉編集 朝倉書店 433.57||Ke 216001726

42 物性科学ハンドブック : 概念・現象・物質
東京大学物性研
究所編

朝倉書店 428.036||Bu 216001727

43 波動 : 力学・電磁気学・量子力学

ダニエル・フライ
シュ, ローラ・キ
ナマン [著]/河
辺哲次訳

岩波書店 423.84||Fl 216001728

44 多変数超幾何函数 : ゲルファント講義1989
[ゲルファント著]/野
海正俊, 梅田亨, 若山
正人編著

日本評論社 413.57||Ta 216001729



45 確率で読み解く日常の不思議 : あなたが10年後に生きている可能性
は?

Paul J. Nahin著/
蟹江幸博訳

共立出版 417.1||Na 216001730

46 曲面の数学 : ユークリッド幾何からタイヒミュ
ラー空間まで

R.E.シュヴァルツ
著/関沢正躬訳

日本評論社 414.7||Sc 216001731

47 楽しもう射影平面 : 目で見る組合せトポロジー
と射影幾何学

大田春外著 日本評論社 414.4||Ot 216001732

48 食品機能学 3訂
寺尾純二, 山西
倫太郎, 高村仁
知共著

光生館 498.51||Te 216001733

49 食品加工貯蔵学 (新スタンダード栄養・食物シ
リーズ:7)

本間清一, 村田
容常編

東京化学同人 588||Sh 216001734

50 カニバリスムの秩序 : 生とは何か/死とは何か :
新装

ジャック・アタリ
[著]/金塚貞文
訳

みすず書房 490.15||At 216001735

51 英語のお手本 : そのままマネしたい「敬語」集
マヤ・バーダマ
ン著

朝日新聞出版 670.93||Va 216001743

52 事例・演習でよくわかる水理学 : 基本をイメージ
して理解しよう

篠田成郎 [ほか]
共著

コロナ社 517.1||Ji 216001756

53 堀部安嗣作品集 : 1994-2014全建築と設計図
集

堀部安嗣著/宮崎
謙士, 長井美暁, 日
下部行洋編

平凡社 520.87||Ho 216001757

54 槇文彦+槇総合計画事務所2015 : 時・姿・空間 :
場所の構築を目指して

槇文彦編著 鹿島出版会 520.87||Ma 216001758

55 ドイツ・縮小時代の都市デザイン 服部圭郎著 学芸出版社 518.8||Ha 216001759

56 すぐに役立つセメント系補修・補強材料の基礎
知識 第2版

セメント協会/技
報堂出版 (発
売)

511.78||Se 216001760

57 道路橋支承部の点検・診断・維持管理技術 (鋼
構造シリーズ:25)

土木学会鋼構造
委員会鋼橋の支
持機能検討小委
員会編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

524.6||Ko||25 216001761

58 バスがまちを変えていく : BRTの導入計画作法
中村文彦, 牧村
和彦, 外山友里
絵編著

計量計画研究
所

681.8||Na 216001762

59 歴史的鋼橋の補修・補強マニュアル (鋼構造シ
リーズ:14)

土木学会鋼構造
委員会歴史的鋼
橋の補修・補強
に関する調査小
委員会編集

土木学会/丸善
(発売)

524.6||Ko||14 216001763



60 水と生きる建築土木遺産 後藤治, 二村悟編著/小野吉彦
写真 彰国社 510.21||Go 216001764

61 2級建築施工管理技術検定試験問題解説集録
版 : 学科・実地 2016年版

地域開発研究
所

525.079||Ke||'16 216001765

62 都市を変える水辺アクション : 実践ガイド
泉英明, 嘉名光
市, 武田重昭編
著

学芸出版社 518.8||To 216001766

63 油圧回路の見かた組み方 (テクニカブックス:31) 佐藤俊雄著 大河出版 534.5||Sa 216001767

64 機械加工のワンポイントレッスン (でか版技能
ブックス:13)

翁登茂二, 山住
海守共著

大河出版 532||Ok 216001768

65 切削加工のデータブック (でか版技能ブック
ス:9)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 532||Se 216001769

66 空力音響学 : 渦音の理論
M.S.Howe著/淺井雅
人, 稲澤歩訳 共立出版 424||Ho 216001770

67 よくわかる炭素繊維コンポジット入門 : carbon
fiber composite

平松徹著
日刊工業新聞
社

578.6||Hi 216001771

68 タグチメソッド入門 : 技術情報を創造するため
のデータ解析法

田口伸著 日本規格協会 509.63||Ta 216001772

69 機械設計技術者のための基礎知識 : 機械設計
技術者試験準拠 8版

機械設計技術者
試験研究会編

日本理工出版
会

531.9||Ki 216001773

70 機械設計技術者試験問題集 平成28年版
日本機械設計工
業会編

日本理工出版
会

531.9||Ki||28 216001774

71 図面の読み方がやさしくわかる本 西村仁著
日本能率協会
マネジメントセン
ター

501.8||Ni 216001776

72 よくわかる「設計手法」活用入門 : どんな場面で
どんな手法を適用するかがわかる!

大富浩一著
日刊工業新聞
社

531.9||Ot 216001777

73 強度検討のミスをなくすCAEのための材料力学 遠田治正著
日刊工業新聞
社

531.9||To 216001778

74 自動車軽量化のための接着接合入門
原賀康介, 佐藤
千明著

日刊工業新聞
社

579.1||Ha 216001779



75 高信頼性を引き出す接着設計技術 : 基礎から
耐久性、寿命、安全率評価まで

原賀康介著
日刊工業新聞
社

579.1||Ha 216001780

76 自動車軽量化のためのプラスチック材料 舊橋章著
日刊工業新聞
社

537.1||Fu 216001781

77 図解プラスチック成形材料
プラスチック成
形加工学会編

森北出版 578.46||Zu 216001782

78 プレス工法選択アイデア集 : 部品形状の急所を
見抜いて最適化

山口文雄著
日刊工業新聞
社

566.5||Ya 216001783

79 わかりやすい機械工学 第3版
松尾哲夫 [ほか]
共著

森北出版 530||Wa 216001784

80 初学者のための品質工学 : 技術を理解するた
めに

矢野耕也編著/
水谷淳之介, 山
本桂一郎共著

コロナ社 509.66||Ya 216001785

81 自動車運動力学 : 気持ちよいハンドリングのし
くみと設計

酒井英樹著 森北出版 537||Sa 216001786

82 新骨の科学 第2版
須田立雄 [ほか]
編著/田中栄
[ほか] 著

医歯薬出版 491.16||Sh 216001787

83 技術者のためのねじの力学 : 材料力学と数値
解析で解き明かす

福岡俊道著 コロナ社 531.44||Fu 216001788

84 ステンレス鋼大全 (技術大全シリーズ) 野原清彦著
日刊工業新聞
社

564.8||No 216001789

85 Excelで気軽に移動現象論
化学工学会編/
伊東章著

丸善出版 571.01||It 216001790

86 実時間最適化による制御の実応用
大塚敏之編著/
浜松正典 [ほか]
共著

コロナ社 548.31||Ji 216001791

87 国際学会English : 挨拶・口演・発表・質問・座長
進行

C.S. Langham著 医歯薬出版 490.7|||La 216001792

88 データサイエンティスト養成読本 機械学習入門
編 (Software design plusシリーズ)

技術評論社 675||De 216001793

89 高効率・高速応答!サーボ&ベクトル制御実用設
計 (トランジスタ技術special増刊)

渡辺健芳著 CQ出版 531.38||Wa 216001794



90
挑戦!EVモータ制御プログラミング : PWMからセ
ンサレス・ベクトル制御まで : 原理とコーディン
グ (Motorエレクトロニクス:3)

トランジスタ技術
編集部編集

CQ出版 537||Mo||3 216001795

91
発電するクルマのパワーエレ技術 : ますます重
要になる〈電力増化・高効率化・小型化・EMC〉
対策 (Motorエレクトロニクス:2)

トランジスタ技術
編集部編集

CQ出版 537||Mo||2 216001796

92
EVブラシレス・モータで走りを制す : スーッとパ
ワフル加速!巻き線と電子回路で回転速度とトル
クをチューン! (Motorエレクトロニクス:1)

トランジスタ技術
編集部編集

CQ出版 537||Mo||1 216001797

93 高校数学でマスターする電気回路 : 水の流れ
で電気を実感

小坂学著 コロナ社 541.1||Ko 216001798

94 電子物性入門 中村嘉孝著 コロナ社 428.4||Na 216001799

95 異方性材料の弾性論
中曽根祐司編著
/田中純夫 [ほ
か] 共著

コロナ社 501.33||Ih 216001800

96 エンジニアのための分子分光学入門 林茂雄著 コロナ社 431.51||Ha 216001801

97 Unreal Engine 4で極めるゲーム開発 : サンプル
データと動画で学ぶUE4ゲーム制作プロジェクト

湊和久著 ボーンデジタル 007.64||Mi 216001802

98 UnityによるVRアプリケーション開発 : 作りなが
ら学ぶバーチャルリアリティ入門

Jonathan
Linowes著/高橋
憲一 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

548||Li 216001803

99 ゲームの作り方 : Unityで覚える遊びのアルゴリ
ズム 改訂版

加藤政樹著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ka 216001804

100
マルチプラットフォームのためのOpenGL ES入
門 : Android/iOS対応グラフィックスプログラミン
グ 基礎編

山下武志著 カットシステム 007.642||Ya 216001805

101
マルチプラットフォームのためのOpenGL ES入
門 : Android/iOS対応グラフィックスプログラミン
グ 応用編

山下武志著 カットシステム 007.642||Ya 216001806

102 自然言語処理の基本と技術 (仕組みが見える
ゼロからわかる : information technology)

奥野陽, グラム・ニュービッグ, 萩
原正人著 翔泳社 007.636||Ok 216001807

103 初めてのディープラーニング : オープンソース
"Caffe"による演習付き

武井宏将著 リックテレコム 007.13||Ta 216001808

104 アルゴリズムパズル : プログラマのための数学
パズル入門 (O'Reilly math series)

Anany Levitin,
Maria Levitin著/
黒川洋, 松崎公
紀訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

410.79||Le 216001809



105 M2M/IoT教科書 (インプレス標準教科書シリー
ズ)

富田二三彦 [ほか] 編 インプレス 547.48||Em 216001810

106 マルチエージェントシステムの制御 (システム制
御工学シリーズ:22)

東俊一, 永原正
章編著/石井秀
明 [ほか] 共著

コロナ社 548.3||Sh||22 216001811

107 システム制御工学演習 (システム制御工学シ
リーズ:6)

杉江俊治, 梶原宏之
共著 コロナ社 548.3||Sh||6 216001812

108 ゼロからはじめるLinuxサーバー構築・運用ガイ
ド : 動かしながら学ぶWebサーバーの作り方

中島能和著 翔泳社 547.483||Na 216001813

109 よくわかるAuto Layout : iOSレスポンシブデザ
インをマスター

川邉雄介著 リックテレコム 694.6||Ka 216001814

110 基礎Python (Impress kiso series) 大津真著 インプレス 007.64||Ot 216001815

111 Python入門 : 2&3対応
エスキュービズム [ほ
か] 著 秀和システム 007.64||Py 216001816

112 Solutions manual to accompany elements of
physical chemistry 6th ed

David Smith

Oxford
University
Press/東京化
学同人 (発売)

431||Sm 216001818

113 クライトン生物無機化学
Robert R.
Crichton著/塩
谷光彦監訳

東京化学同人 464.8||Cr 216001819

114 人は宇宙をどのように考えてきたか : 神話から
加速膨張宇宙にいたる宇宙論の物語

ヘリェ・クラーウ
著/竹内努, 市來
淨與, 松原隆彦
共訳

共立出版 443.9||Kr 216001820

115 パワーマグネティクスのための応用電磁気学
(現代講座・磁気工学:5)

日本磁気学会編
/早乙女英夫
[ほか] 著

共立出版 427.8||Ge||5 216001821

116 自然現象から学ぶ微分方程式 森真著 共立出版 413.6||Mo 216001822

117 日常現象からの解析学 岡本久著 近代科学社 413.6||Ok 216001823

118 応用のためのウェーブレット (シリーズ応用数
理:第5巻)

山田道夫, 萬代
武史, 芦野隆一
著

共立出版 413.54||Ya 216001824

119 常微分方程式 (大学数学の入門:10) 坂井秀隆著
東京大学出版
会

413.62||Sa 216001825



120 多様体への道 (大学数学スポットライト・シリー
ズ:4)

榎本一之著 近代科学社 415.7||En 216001826

121 線型代数群の基礎 (朝倉数学大系:12) 堀田良之著 朝倉書店 410.8||As||12 216001827

122 保型形式論 : 現代整数論講義 (朝倉数学大
系:11)

吉田敬之著 朝倉書店 410.8||As||11 216001828

123 微分積分 : 1変数と2変数 (日評ベーシック・シ
リーズ)

川平友規著 日本評論社 413.3||Ka 216001829

124 代数群と軌道 (数学の杜:3)
太田琢也, 西山
享著

数学書房 411.6||Ot 216001830

125 周期と実数の0-認識問題 : Kontsevich-Zagier
の予想 (問題・予想・原理の数学:2)

吉永正彦著 数学書房 411.8||Yo 216001831

126 量子場の数理 (数理物理の最前線)
新井朝雄 [ほか]
著

数学書房 421.3||Ry 216001832

127 擬等角写像講義 (シュプリンガー数学クラシック
ス:第29巻)

L.V.アールフォ
ルス著/谷口雅
彦訳

丸善出版 413.53||Ah 216001833

128 微積分 (東京大学工学教程. 基礎系数学)
東京大学工学教程編
纂委員会編/時弘哲
治著

丸善出版 413.3||To 216001834

129 非線形数学 (東京大学工学教程. 基礎系数学)

東京大学工学教
程編纂委員会編
/吉田善章 [ほ
か] 著

丸善 413.65||Hi 216001835

130 線形代数 1 (東京大学工学教程. 基礎系数学)
東京大学工学教程編纂委
員会編/室田一雄, 杉原正
顯著

丸善出版 413.3||Mu||1 216001836

131 圧縮性流体力学 (航空宇宙工学テキストシリー
ズ)

日本航空宇宙学
会編/麻生茂, 川
添博光, 澤田惠
介著

丸善出版 423.88||As 216001837

132 空気力学入門 (航空宇宙工学テキストシリーズ)

日本航空宇宙学
会編/李家賢一,
新井隆景, 浅井
圭介著

丸善出版 538.1||Ri 216001838

133 ルベーグ積分 : 理論と計算手法 岩田耕一郎著 森北出版 413.4||Iw 216001839

134 原論 7-10 (エウクレイデス全集:第1-2巻)
[エウクレイデス
著]/斎藤憲, 三
浦伸夫訳・解説

東京大学出版
会

410.8||Eu||2 216001841



135 がんの生物学
ワインバーグ
[著]/武藤誠, 青
木正博訳

南江堂 491.65||We 216001844

136 微生物学・感染症学 第2版 (ベーシック薬学教
科書シリーズ:15)

塩田澄子, 黒田
照夫編

化学同人 491.7||Bi 216001845

137 微生物学 大木理著 東京化学同人 465||Ok 216001846

138
食品学各論 : 食品素材と加工学の基礎を学ぶ
第3版 (新食品・栄養科学シリーズ. 食べ物と健
康:2)

瀬口正晴, 八田一編 化学同人 498.51||Sh 216001847

139 魚介の科学 (食物と健康の科学シリーズ) 阿部宏喜編 朝倉書店 664.6||Gy 216001848

140 肉の機能と科学 (食物と健康の科学シリーズ)
松石昌典, 西邑
隆徳, 山本克博
編

朝倉書店 648.2||Ni 216001849

141 ゴマの機能と科学 (食物と健康の科学シリーズ)
並木満夫, 福田
靖子, 田代亨編

朝倉書店 617.9||Go 216001850

142 干物の機能と科学 (食物と健康の科学シリー
ズ)

滝口明秀, 川崎
賢一編

朝倉書店 667.2||Hi 216001851

143 パートナー生薬学 改訂第2版
竹谷孝一, 鳥居
塚和生編

南江堂 499.8||Pa 216001852

144 食品学 : 食品成分と機能性 (新スタンダード栄
養・食物シリーズ:5)

久保田紀久枝,
森光康次郎編

東京化学同人 498.51||Sh 216001853

145 図解食品加工プロセス 吉田照男著 森北出版 588||Yo 216001854

146 カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷
版, 改訂第2版

坂井建雄, 河原
克雅総編集

日本医事新報
社

491||Ka 216001855

147 慢性疼痛の認知行動療法 : "消えない痛み"へ
のアプローチ

伊豫雅臣, 齋藤
繁, 清水栄司編
集

日本医事新報
社

492||Ma 216001869

148 双極性障害のための認知行動療法ポケットガ
イド (Challenge the CBT)

ルース・C.ホワイ
ト, ジョン・D.プレ
ストン著/佐々木
淳監訳

金剛出版 493.764||Wh 216001870

149 新米探偵、データ分析に挑む 石田基広著
SBクリエイティ
ブ

417||Is 216001876



150 R言語逆引きハンドブック 改訂3版 石田基広著
シーアンドアー
ル研究所

007.64||Is 216001877

151 R言語徹底解説
Hadley Wickham
著/石田基広
[ほか] 訳

共立出版 007.64||Wi 216001878

152 Rパッケージ開発入門 : テスト、文書化、コード
共有の手法を学ぶ

Hadley Wickham
著/瀬戸山雅人,
石井弓美子, 古
畠敦訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

417||Wi 216001879

153 メイキング・ベター・プレイス : 場所の質を問う
パッツィ・ヒー
リー著/村上佳
代訳

鹿島出版会 518.8||He 216001883

154 経済・政策分析のためのGIS入門 : ArcGIS
10.2&10.3対応

河端瑞貴著 古今書院 448.9||Ka 216001884

155 衛星測位入門 : GNSS測位のしくみ 西修二郎著 技報堂出版 547.66||Ni 216001885

156 地図の物語 : 人類は地図で何を伝えようとして
きたのか (ナショナルジオグラフィック)

アン・ルーニー
著/高作自子訳

日経ナショナル
ジオグラフィック
社/日経BPマー
ケティング (発
売)

448.9||Ro 216001890

157 なぜふつうに食べられないのか : 拒食と過食の
文化人類学

磯野真穂著 春秋社 493.74||Is 216001891

158 観光学ガイドブック : 新しい知的領野への旅立
ち

大橋昭一 [ほか]
編

ナカニシヤ出版 689||Ka 216001892

159 中山間地域の再編成 鈴木康夫著 成文堂 611.9||Su 216001893

160 コンテンツツーリズム研究 : 情報社会の観光行
動と地域振興

岡本健編著 福村出版 689.2||Ok 216001894

161 道路土工 : 切土工・斜面安定工指針 平成21年
度版

日本道路協会編
集

日本道路協会/
丸善 (発売)

514.2||Do 216001899

162 道路土工 : 切土工・斜面安定工指針 平成21年
度版

日本道路協会編集
日本道路協会/
丸善 (発売)

514.2||Do 216001900

163 道路土工盛土工指針 平成22年度版 日本道路協会編

日本道路協会/
丸善株式会社
出版事業部 (発
売)

514.2||Do 216001901

164 道路土工盛土工指針 平成22年度版 日本道路協会編

日本道路協会/
丸善株式会社
出版事業部 (発
売)

514.2||Do 216001902



165 ワイドギャップ半導体パワーデバイス 山本秀和著 コロナ社 549.8||Ya 216001903

166 ワイドギャップ半導体パワーデバイス 山本秀和著 コロナ社 549.8||Ya 216001904

167 緑色藻類 (藻類の生活史集成:第1巻) 堀輝三編 内田老鶴圃 474||Mo||1 216001905

168 褐藻・紅藻類 (藻類の生活史集成:第2巻) 堀輝三編 内田老鶴圃 474||Mo||2 216001906

169 単細胞性・鞭毛藻類 (藻類の生活史集成:第3
巻)

堀輝三編 内田老鶴圃 474||Mo||3 216001907

170 知識ゼロからのビッグデータ入門 稲田修一著 幻冬舎 007.3||In 216001926

171 つながるカフェ : コミュニティの「場」をつくる方法 山納洋著 学芸出版社 673.98||Ya 216001993

172 謎を呼ぶ大建築 (ナショナルジオグラフィック)
ナショナルジオ
グラフィック編著

日経ナショナル
ジオグラフィック
社/日経BPマー
ケティング (発
売)

520.87||Na 216002049

173 もう患者でいるのはよそう : フェミニスト倫理とヘ
ルスケア (勁草-医療・福祉シリーズ:71)

スーザン・シャー
ウィン著/岡田雅
勝, 服部健司,
松岡悦子訳

勁草書房 490.15||Sh 216002052

174 まちづくりの仕事ガイドブック : まちの未来をつく
る63の働き方

饗庭伸, 小泉瑛
一, 山崎亮編著

学芸出版社 518.8||Ma 216002055

175 3D地形図で歩く日本の活断層 柴山元彦著 創元社 454.4||Sh 216002059

176
道具としてのビッグデータ : 最適解を導き、成果
につなげる8つのルール :
VOLUME/VARIETY/VELOCITY/VALUE

高橋範光著
日本実業出版
社

007.3||Ta 216002060

177 ドローン・ビジネスの衝撃 : 小型無人飛行機が
切り開く新たなマーケット

小林啓倫著 朝日新聞出版 538.6||Ko 216002063

178 地図がわかれば社会がわかる 田代博著 新日本出版社 448.9||Ta 216002068

179 風景のとらえ方・つくり方 九州実践編
風景デザイン研
究会著

共立出版 518.8||Fu 216002083



180 演習水力学 : 新装版
生井武文, 松尾一泰監
修/国清行夫, 木本知
男, 長尾健共著

森北出版 534.1||En 216002084

181 粒子個別要素法
Catherine
O'Sullivan原著/
鈴木輝一訳

森北出版 511.3||Os 216002085

182 旋盤加工マニュアル (テクニカブックス:33) 大河出版 532.1||Se 216002086

183 流体-構造連成問題の数値解析

Yuri Bazilevs,
Kenji Takizawa,
Tayfun
E.Tezduyar原著
/津川祐美子  滝

森北出版 501.23||Ba 216002087

184 はじめてのParaView (パラビュー) 改訂版 (I/O
books)

林真著/I/O編集
部編

工学社 007.642||Ha 216002088

185 カーボン材料実験技術 : クラシックカーボンから
ナノカーボンまで 製造・合成編

炭素材料学会
[編]

炭素材料学会/
国際文献社 (発
売)

501.48||Ka 216002089

186 プラスチックの自動車部品への展開 : ケースス
タディから読み解く現状と近未来

岩野昌夫著 日本工業出版 537.1||Iw 216002090

187 ねじ締結の原理と設計 山本晃著 養賢堂 531.44||Ya 216002091

188 ねじ締結概論 増補 酒井智次著 養賢堂 531.44||Sa 216002092

189 電子・光材料 : 基礎から応用まで 第2版 澤岡昭著 森北出版 549||Sa 216002093

190 最適制御の実用設計法 : ILQ法による制御系
設計と応用事例

藤井隆雄, 辻野
太郎共著

森北出版 548.31||Fu 216002094

191
実験用スタンダード電源設計実例集 : ワンチッ
プでシンプル仕上げ!安定・安全な電圧と電流を
供給してくれる (トランジスタ技術
Special:No.132)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版社 549.3||Ji 216002095

192 表面新物質創製 (現代表面科学シリーズ:4) 日本表面科学会編 共立出版 428.4||Ge||4 216002096

193 ひとの暮らしと表面科学 (現代表面科学シリー
ズ:5)

日本表面科学会
編

共立出版 428.4||Ge||5 216002097

194 Unreal Engine 4ゲーム制作入門 (I/O books) 石松正徳著 工学社 007.64||Is 216002098



195 CodeIgniter徹底入門
河合勝彦, 鈴木
憲治, 安藤健一
著

翔泳社 547.483||Ka 216002099

196 離散トモグラフィーとデルタ関数 硲文夫著
東京電機大学
出版局

415.6||Ha 216002101

197 多面体 : 新装版
P.R.クロムウェル
著/下川航也
[ほか] 訳

数学書房 414.13||Cr 216002102

198 複素領域における線形微分方程式 (数学書房
叢書)

原岡喜重著 数学書房 413.64||Ha 216002103

199 連接層の導来圏に関わる諸問題 (問題・予想・
原理の数学:1)

戸田幸伸著 数学書房 411.8||To 216002104

200 Schubert多項式とその仲間たち (問題・予想・原
理の数学:3)

前野俊昭著 数学書房 411.3||Ma 216002105

201 素数モンスター : 100までの数とそのキャラク
ターたち

R.E.シュワルツ
著/下川理人, 下
川航也共訳

数学書房 412||Sc 216002106

202 シリコンバレー : スティーブ・ジョブズの揺りかご 脇英世著
東京電機大学
出版局

549.09||Wa 216002107

203 アマゾン・コムの野望 : ジェフ・ベゾスの経営哲
学

脇英世著
東京電機大学
出版局

024.067||Wa 216002108

204 食品加工学 : 加工から保蔵まで 第2版
露木英男, 田島
眞編著

共立出版 588||Sh 216002109

205 食品とその成分 第4版 (わかりやすい食物と健
康:1)

小関正道, 佐藤
隆一郎編/五百
蔵良 [ほか] 共
著

三共出版 498.51||Wa||1 216002110

206 食品の分類と特性 第3版 (わかりやすい食物と
健康:2)

佐藤隆一郎, 高
畑京也, 渡邉悟
編著/大野信子
[ほか] 共著

三共出版 498.51||Wa||2 216002111

207 食品の安全性 第3版 (わかりやすい食物と健
康:4)

藤井建夫, 栗原
伸公, 佐藤隆一
郎編著/飯樋洋
二 [ほか] 共著

三共出版 498.51||Wa||4 216002112

208 情報共有・地域活動支援のためのソーシャルメ
ディアGIS

山本佳世子著 古今書院 448.9||Ya 216002137

209 GISと地理空間情報 : ArcGIS 10.3.1とダウン
ロードデータの活用 4訂版

橋本雄一編 古今書院 448.9||Gi 216002138



210 工場の経済地理学
松原宏, 鎌倉夏
来著

原書房 509.29||Ma 216002139

211 統計学でわかるビッグデータ
木下栄蔵, 水野
隆文著

日科技連出版
社

007.3||Ki 216002140

212 観光産業論 (観光学全集:第6巻)
林清編著/溝尾
良隆 [ほか] 編
集委員

原書房 689||Ka 216002144

213 近代測量史への旅 : ゲーテ時代の自然景観図
から明治日本の三角測量まで

石原あえか著
法政大学出版
局

512.02||Is 216002147

214 流体力学の基礎と流体機械
福島千晴 [ほか]
著

共立出版 534||Ry 216002149

215 流体力学の基礎と流体機械 福島千晴 [ほか] 著 共立出版 534||Ry 216002150

216 わかりやすい静音化技術 : 騒音の基礎から対
策まで

一宮亮一著 森北出版 519.6||Ic 216002151

217 わかりやすい静音化技術 : 騒音の基礎から対
策まで

一宮亮一著 森北出版 519.6||Ic 216002152

218 図解ゼロからわかる材料力学 (わかる基礎入
門シリーズ)

小峯龍男著 技術評論社 501.32||Ko 216002153

219 図解ゼロからわかる材料力学 (わかる基礎入
門シリーズ)

小峯龍男著 技術評論社 501.32||Ko 216002154

220 1日で解るC言語 : 「例題+演習問題」方式 第2
版

桑原恒夫著 共立出版 007.64||Ku 216002155

221 1日で解るC言語 : 「例題+演習問題」方式 第2
版

桑原恒夫著 共立出版 007.64||Ku 216002156

222 魅了する科学実験
早稲田大学本庄
高等学院実験開
発班著

すばる舎リン
ケージ/すばる
舎 (発売)

407||Mi 216002157

223 魅了する科学実験
早稲田大学本庄
高等学院実験開
発班著

すばる舎リン
ケージ/すばる
舎 (発売)

407||Mi 216002158

224 構造振動学
千葉正克, 小沢
田正著

共立出版 501.24||Ch 216002160



225 生物学の哲学入門
森元良太, 田中
泉吏著

勁草書房 461.1||Mo 216002163

226 構造実験のてびき 2009年版

土木学会構造工
学委員会構造実
験指導書編集小
委員会

土木学会/丸善
(発売)

501.34||Ko||'09 216002176

227 養殖の餌と水 : 陰の主役たち 増補改訂版 杉田治男編 恒星社厚生閣 666.13||Yo 216002177

228
Liイオン/鉛/NiMH蓄電池の充電&電源技術 :
目いっぱい貯めて,一滴残らず使い切る!安全か
つ長持ち (トランジスタ技術Special:No.135)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版 572.12||Li 216002181

229
要点マスタ!パワー電源&高輝度LED照明の作り
方 : 誤動作ゼロ!破壊ゼロ!発熱もノイズも出さな
いコンデンサ/コイル/MOSFETの動かし方 (トラ
ンジスタ技術Special:No.134)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版 549.8||Yo 216002182

230
リチウム・イオン電池の実践研究 : 安全に大電
流で充・放電するための技術を試して学ぶ (トラ
ンジスタ技術増刊. Motorエレクトロニクス:No. 4)

トランジスタ技術
編集部編集

CQ出版 537||Mo||4 216002183

231 マシンラーニング 第2版 (Rで学ぶデータサイエ
ンス:6)

辻谷將明, 竹澤
邦夫著

共立出版 417.08||Rd||6 216002184

232
〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレ
ポート・論文の書き方 (わかる基礎入門シリー
ズ)

吉村忠与志著 技術評論社 407||Yo 216002185

233 フィールドガイド視覚と眼の光学 (SPIEフィール
ドガイド)

Jim
Schwiegerling著
/張吉夫訳

オプトロニクス
社

425||Sc 216002186

234 図面でひもとく名建築

五十嵐太郎, 菊
地尊也, 東北大
学五十嵐太郎研
究室編著

丸善出版 525.18||Zu 216002188

235 情報リテラシーOffice 2016 (30時間アカデミッ
ク)

杉本くみ子, 大
澤栄子著

実教出版 007.6||Su 216002189

236 ゼロから作るDeep Learning : Pythonで学ぶ
ディープラーニングの理論と実装

斎藤康毅著
オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Sa 216002190

237 極値統計学 (ISMシリーズ : 進化する統計数
理:5)

高橋倫也, 志村
隆彰著

近代科学社 417||Is||5 216002193

238 海藻利用の科学 新訂増補版 山田信夫著 成山堂書店 668.5||Ya 216002194

239 分子細胞生物学 第7版
H. Lodish [ほか
著]/石浦章一
[ほか] 訳

東京化学同人 463||Bu 216002195



240 漬物の機能と科学 (食物と健康の科学シリー
ズ)

前田安彦, 宮尾
茂雄編

朝倉書店 628.8||Ts 216002196

241 小麦の機能と科学 (食物と健康の科学シリー
ズ)

長尾精一著 朝倉書店 616.3||Na 216002197

242 茶の機能と科学 (食物と健康の科学シリーズ)
森田明雄 [ほか]
編

朝倉書店 617.4||Ch 216002198

243 大豆の機能と科学 (食物と健康の科学シリー
ズ)

小野伴忠, 下山
田真, 村本光二
編

朝倉書店 619.6||Da 216002199

244 果実の機能と科学 (食物と健康の科学シリー
ズ)

伊藤三郎編 朝倉書店 625||Ka 216002200

245 伝統医薬学・生薬学 増補
御影雅幸, 木村
正幸編集

南江堂 499.8||De 216002201

246 農産食品プロセス工学
豊田淨彦, 内野
敏剛, 北村豊編

文永堂出版 619||No 216002202

247 日本産水産物のグローバル商品化 : その戦略
と技術 (水産学シリーズ:170)

木村郁夫, 岡崎
惠美子, 村田昌
一編

恒星社厚生閣 660.8||Su||170 216002203

248 生鮮水産物の流通と産地戦略 濱田英嗣著 成山堂書店 661.4||Ha 216002204

249 Tange by Tange 1949-1959 : 丹下健三が見た
丹下健三

豊川斎赫編著 TOTO出版 523.1||Ta 216002212

250 フレッチャー図説世界建築の歴史大事典 : 建
築・美術・デザインの変遷

[フレッチャー原
著]/ダン・ク
リュックシャンク
編/片木篤 [ほ
か] 訳

西村書店 520.2||Fl 216002216

251 世界の建築様式 : 歴史的古代建造物750の建
築ディテール

エミリー・コール
編著/乙須敏紀
翻訳

ガイアブックス/
産調出版 (発
売)

520.2||Se 216002217

252 水産海洋ハンドブック 第3版
竹内俊郎 [ほか]
編

生物研究社 660.36||Su 216002259

253 水産海洋ハンドブック 第3版
竹内俊郎 [ほか]
編

生物研究社 660.36||Su 216002260

254 橋の大解剖 : あんな形こんな役割 (調べる学習
百科)

[ネイチャー&サ
イエンス編]

岩崎書店 515||Ha 216002261



255 コンクリート舗装ガイドブック 2016

[日本道路協会]
舗装委員会舗装
設計施工小委員
会著/日本道路
協会編

日本道路協会/
丸善出版 (発
売)

514.45||Ko 216002262

256 森川海の水系 : 形成と切断の脅威 宇野木早苗著 恒星社厚生閣 452.9||Un 216002263

257 近代日本土木人物事典 : 国土を築いた人々
高橋裕, 藤井肇
男共著

鹿島出版会 510.35||Ki 216002264

258 センシング情報社会基盤 (構造工学シリー
ズ:24)

土木学会構造工
学委員会センシ
ングと情報社会
基盤研究小委員
会編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

501.34||Ko||24 216002265

259
施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施
工指針 2016年版 (コンクリート・ライブラ
リー:145)

土木学会コンク
リート委員会施
工性能にもとづ
くコンクリートの
配合設計・施工

土木学会/丸善
出版 (発売)

511.7||Ko||145 216002266

260 有害有毒プランクトンの科学
今井一郎, 山口
峰生, 松岡數充
編

恒星社厚生閣 663.96||Yu 216002267

261 橋梁の維持管理 : 実践と方法論 (構造工学シ
リーズ:25)

土木学会構造工
学委員会橋梁の
維持管理システ
ム研究小委員会
編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

501.34||Ko||25 216002268

262 移ろいの風景論 : 五感・ことば・天気 小林享著 鹿島出版会 629.1||Ko 216002269

263 実務に役立つ耐震設計入門 続:実践編

土木学会地震工
学委員会地震防
災技術普及小委
員会編

土木学会/丸善
(発売)

524.91||Ji||2 216002271

264 中国の古橋 : 悠久の時を超えて : 榊晃弘写真
集

榊晃弘著 花乱社 515.02||Sa 216002272

265 魚類の初期生活史研究 (水産学シリーズ:182)
望岡典隆, 木下
泉, 南卓志編

恒星社厚生閣 660.8||Su||182 216002273

266 生物資源解析のエッセンス (水産総合研究セン
ター叢書)

赤嶺達郎著 恒星社厚生閣 461.9||Ak 216002274

267 土木計画学 (土木系大学講義シリーズ:9)
川北米良, 榛沢
芳雄編著

コロナ社 510.8||Do||9 216002275

268 ドリル・リーマ加工マニュアル (テクニカブック
ス:38)

佐久間敬三監修 大河出版 532.6||Do 216002276

269 CAD/CAM/CAE活用ブック (でか版技能ブック
ス:17)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 501.8||Ca 216002277



270 機械図面の描きかた読み方 (でか版技能ブック
ス:6)

ツールエンジニ
ア編集部編著

大河出版 531.9||Ki 216002278

271 連続繊維FRTPの成形法と特性 : カーボン、ガ
ラスからナチュラルファイバーまで

邉吾一編著
日刊工業新聞
社

578.46||Re 216002279

272 JIS総目録 2016 (JISハンドブック:0)
日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16 216002280

273 プラスチック 2016: 1:試験 (JISハンドブック:11,
11-1, 11-2, 26-27)

日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16-1 216002281

274 プラスチック 2016: 2:材料 (JISハンドブック:11,
11-1, 11-2, 26-27)

日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16-2 216002282

275 製図 2016 (JISハンドブック:15, 59) 日本規格協会編 日本規格協会 509.13||Ji||'16 216002283

276 鉄鋼 1: 2016 (JISハンドブック:1, 1-2)
日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16-1 216002284

277 鉄鋼 2: 2016 (JISハンドブック:1, 1-2)
日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16-2 216002285

278 非鉄 2016 (JISハンドブック:2, 3)
日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16 216002286

279 接着 2016 (JISハンドブック:20, 29)
日本規格協会編
集

日本規格協会 509.13||Ji||'16 216002287

280 図面の描き方がやさしくわかる本 西村仁著
日本能率協会
マネジメントセン
ター

501.8||Ni 216002288

281 初歩から学ぶ乾燥技術 : 基礎と実践 第2版
中村正秋, 立元
雄治著

丸善出版 571.6||Na 216002289

282 高付加価値のための精密研磨
河西敏雄, 安永
暢男編著

日刊工業新聞
社

532.5||Ko 216002290

283 有機化学実験

フィーザー, ウィ
リアムソン [著]/
磯部稔 [ほか]
共訳

丸善 437.075||Fi 216002291

284 ナマコ学 : 生物・産業・文化
高橋明義, 奥村
誠一共編

成山堂書店 484.97||Na 216002292



285 ナマコ漁業とその管理 : 資源・生産・市場 (水産
総合研究センター叢書)

廣田将仁, 町口
裕二編

恒星社厚生閣 664.78||Na 216002293

286 ナマコを歩く : 現場から考える生物多様性と文
化多様性

赤嶺淳著 新泉社 664.78||Ak 216002294

287 高分子物理学 : 巨大イオン系の構造形成 (朝
倉物理学大系:16)

伊勢典夫, 曽我
見郁夫著

朝倉書店 428.1||Is 216002295

288 原子・分子の密度汎関数法
R.G.パール, W.
ヤング著

丸善出版 431.19||Pa 216002296

289
Unreal Engine & Unityエンジニア養成読本 : イ
マドキのゲーム開発最前線! (Software design
plusシリーズ)

ITAKO [ほか]
著

技術評論社 007.64||Un 216002297

290 国際学会Englishポスター発表 C.S. Langham著 医歯薬出版 407||La 216002298

291 英語科学論文の書き方と国際会議でのプレゼ
ン

廣岡慶彦著 研究社 407||Hi 216002299

292 四国地方 (日本地方地質誌:7) 日本地質学会編 朝倉書店 455.1||Ni||7 216002300

293 地表の変化 : 風化・侵食・地形・土砂災害
於保幸正, 海堀
正博, 平山恭之
著

広島大学出版
会

455.9||Oh 216002301

294 火山工学入門 応用編

土木学会地盤工
学委員会火山工
学研究小委員会
編集

土木学会/丸善
(発売)

453.8||Ka||2 216002302

295 複素解析 (日評ベーシック・シリーズ) 宮地秀樹著 日本評論社 413.52||Mi 216002303

296 複素関数論の要諦 : 新装版 堀川穎二著 日本評論社 413.52||Ho 216002304

297 応用解析 : 微分方程式・ラプラス変換・フーリエ
解析

浅倉史興著 培風館 413||As 216002305

298 曲線と曲面の基礎・基本 (理工系数学の基礎・
基本:15)

福井敏純著
牧野書店/星雲
社 (発売)

410.8||Ri||15 216002306

299 自己組織化のポテンシャル (朝倉数学大系:9.
楕円型方程式と近平衡力学系:下)

鈴木貴, 大塚浩
史著

朝倉書店 410.8||As||9 216002307



300 線形双曲型偏微分方程式 : 初期値問題の適切
性 (朝倉数学大系:10)

西谷達雄著 朝倉書店 410.8||As||10 216002308

301 常微分方程式 (日評ベーシック・シリーズ) 井ノ口順一著 日本評論社 413.6||In 216002309

302 微積分の基礎 (現代基礎数学:7) 浦川肇著 朝倉書店 410.8||Ge||7 216002310

303 小平邦彦 : 人と数学
[小平邦彦著]/日
本数学会編

数学書房 410||Ko 216002311

304 小平邦彦が拓いた数学 上野健爾著 岩波書店 410||Ue 216002312

305 偏微分方程式 (東京大学工学教程. 基礎系数学)
東京大学工学教程
編纂委員会編/佐
野理著

丸善出版 413.63||Sa 216002313

306 数学者は地球をこのように見ている : 「正しい地図」の
作り方

ティモシー G.
フィーマン著/関沢
正躬訳

日本評論社 448.9||Fe 216002314

307 物理学論文選集・原子力論集 (伏見康治コレクション:
別巻)

伏見康治著/江沢
洋, 伏見譲, 伏見諭
編

日本評論社 420.8||Fu||別 216002315

308 結び目のはなし 新版 村上斉著 遊星社 415.7||Mu 216002316

309 これでわかる静音化対策 : 騒音に応じて最適方法を学
ぶ

一宮亮一著 丸善出版 519.6||Ic 216002317

310 これでわかる静音化対策 : 騒音に応じて最適方法を学
ぶ

一宮亮一著 丸善出版 519.6||Ic 216002318

311 トコトンやさしい色彩工学の本 (B&Tブックス. 今日から
モノ知りシリーズ)

前田秀一著 日刊工業新聞社 425.7||Ma 216002321

312 超入門インピーダンス整合 若井一顕著 日刊工業新聞社 549.38||Wa 216002322

313 システム安全入門
長岡技術科学大学
システム安全専攻
編著

養賢堂 509.8||Sh 216002323

314 やさしいJava 第5版 活用編 高橋麻奈著
ソフトバンククリエ
イティブ

007.64||Ta 216002327



315 理工系のためのベクトル解析 : 多変数関数の微分積
分

中谷広正 [ほか]
著

東京図書 414.7||Ri 216002328

316 徹底解説応用数学 : ベクトル解析、複素解析、フーリエ
解析、ラプラス解析

桑野泰宏著 コロナ社 410||Ku 216002329

317 身につくベイズ統計学 (ファーストブックSTEP)
涌井良幸, 涌井貞
美著

技術評論社 417||Wa 216002330

318 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 216002369

319 不動産の価値はコミュニティで決まる : 土地活用のリノ
ベーション (住総研住まい読本)

甲斐徹郎著 学芸出版社 673.99||Ka 216002370

320 生活材料学の基礎 : アパレルから建築まで 仲西正編著 光生館 501.4||Se 216002371

321 都市と市民のかかわりをデザインする 国内編 (シビッ
クプライド:2. Civic Pride)

シビックプライド研
究会

宣伝会議 518.8||Sh||2 216002372

322 まちで闘う方法論 : 自己成長なくして、地域再生なし 木下斉著 学芸出版社 601.1||Ki 216002373

323 水屋・水塚 : 水防の知恵と住まい (Lixil booklet)

LIXILギャラリー企
画委員会企画/住
友和子編集室, 村
松寿満子編集

LIXIL出版 517.57||Su 216002374

324 フライス盤加工マニュアル (テクニカブックス:32) 山本昭人[ほか]編 大河出版 532.4||Fu 216002375

325 工作機械のメカニズム (技能ブックス:6)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||6 216002376

326 フライス盤のダンドリ 増補改訂版 (技能ブックス:4)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||4 216002377

327 穴あけ中ぐりのポイント (技能ブックス:10)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||10 216002378

328 ねじ切りのメイジン (技能ブックス:5)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||5 216002379

329 NC加工のトラノマキ (技能ブックス:14) 斎藤二郎著 大河出版 532.08||Gi||14 216002380



330 研削盤のエキスパート (技能ブックス:8)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||8 216002381

331 手仕上げのベテラン (技能ブックス:7)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||7 216002382

332 切削工具のカンドコロ 増補改訂版 (技能ブックス:2)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||2 216002383

333 作業工具のツカイカタ (技能ブックス:19)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||19 216002384

334 機械要素のハンドブック (技能ブックス:17)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||17 216002385

335 油圧のカラクリ (技能ブックス:18) 手嶋力著 大河出版 532.08||Gi||18 216002386

336 歯車のハタラキ (技能ブックス:13)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||13 216002387

337 機構学のアプローチ (技能ブックス:15) 斎藤二郎著 大河出版 532.08||Gi||15 216002388

338 機械図面のヨミカタ (技能ブックス:12)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||12 216002389

339 電気のハヤワカリ (技能ブックス:16)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||16 216002390

340 測定のテクニック 増補改訂版 (技能ブックス:1)
技能士の友編集部
編著

大河出版 532.08||Gi||1 216002391

341 機械要素部品の機能と使いかた (でか版技能ブック
ス:20)

ツールエンジニア
編集部編著

大河出版 531.3||Ki 216002392

342 よくわかる材料と熱処理Q&A (でか版技能ブックス:14) 大和久重雄著 大河出版 566.3||Ow 216002393

343 トコトンやさしい材料力学の本 (B&Tブックス. 今日から
モノ知りシリーズ)

久保田浪之介著 日刊工業新聞社 501.32||Ku 216002394

344 トコトンやさしい材料力学の本 (B&Tブックス. 今日から
モノ知りシリーズ)

久保田浪之介著 日刊工業新聞社 501.32||Ku 216002395



345 Excelでできるタグチメソッド解析法入門
広瀬健一, 上田太
一郎編著

同友館 509.66||Ek 216002396

346 JISにもとづく機械設計製図便覧 第12版
大西清著/津村利
光閲序

オーム社 531.9||On 216002397

347 機械工学一般 第3版 (機械工学入門シリーズ) 大西清編著 オーム社 530||Ki 216002401

348 明日使える光計測の基礎
東京都立産業技術
研究センター編

日刊工業新聞社 501.22||As 216002402

349 ゼロから見直すエネルギー : 節電、創エネからスマート
グリッドまで

化学工学会緊急提
言委員会編

丸善出版 501.6||Ze 216002403

350 化合物命名法 : IUPAC勧告に準拠 第2版
日本化学会命名法
専門委員会編

東京化学同人 430.34||Ka 216002404

351 食品包装の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス)
日本食品包装協会
編著

日刊工業新聞社 588.9||Sh 216002406

352 リン資源の回収と有効利用 大竹久夫監修
サイエンス&テクノ
ロジー

574.75||Ri 216002408

353 新・基礎電磁気学演習 (ライブラリ新・基礎物理学:別
巻:2)

永田一清, 佐野元
昭, 轟木義一共著

サイエンス社 420.7||Ra||別2 216002409

354 電子回路の基本66 (6日でマスター!) 石井聡著 オーム社 549.3||Is 216002410

355 電気は誰のものか : 電気の事件史 田中聡著 晶文社 540.921||Ta 216002411

356 電気は誰のものか : 電気の事件史 田中聡著 晶文社 540.921||Ta 216002412

357 人類の未来を変える核融合エネルギー (Superサイエ
ンス)

核融合エネルギー
フォーラム編/松岡
啓介 [ほか] 著

シーアンドアール
研究所

429.56||Ji 216002413

358 Arduinoで電子工作をはじめよう! 第2版 (たのしい電子
工作)

高橋隆雄著 秀和システム 549||Ta 216002416

359 Arduinoでロボット工作をたのしもう! 鈴木美朗志著 秀和システム 548.3||Su 216002417



360 Processingをはじめよう 第2版 (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 216002418

361 ビジュアライジング・データ : processingによる情報視覚
化手法

ベン・フライ著/加
藤慶彦訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

547.4833||Fr 216002419

362 XBeeで作るワイヤレスセンサーネットワーク (Make:
projects)

Robert Faludi著/小
林茂監訳/水原文
訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

548.2||Fa 216002420

363 Arduinoプログラム全集 : ZigBee/Wi-Fi/Bluetooth無線
用 (マイコン活用シリーズ)

国野亘著 CQ出版 548.2||Ku 216002421

364 センサーでなんでもできるおもしろまじめ電子工作 蔵下まさゆき著 秀和システム 549||Ku 216002422

365 XBeeによるArduino無線ロボット工作 鈴木美朗志著
東京電機大学出
版局

548.3||Su 216002423

366 クラウド開発徹底攻略 (Web+DB Pressプラスシリーズ) 技術評論社 547.483||Ku 216002424

367 行列不等式アプローチによる制御系設計 (システム制
御工学シリーズ:23)

小原敦美著 コロナ社 548.3||Sh||23 216002425

368 対話システム (自然言語処理シリーズ:7)
中野幹生 [ほか]
共著

コロナ社 007.636||Sh||7 216002426

369 自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ : コンピュー
タが動く仕組みを徹底理解!

内田公太, 上川大
介著

マイナビ 548.22||Uc 216002427

370 グラフィック演習熱・統計力学の基礎 (ライブラリ物理学
グラフィック講義:別巻3)

和田純夫著 サイエンス社 426.5||Wa 216002428

371 カミオカンデとニュートリノ 鈴木厚人監修 丸善出版 429.6||Ka 216002429

372 切って,見て,触れてよくわかる「かたち」の数学
泉屋周一, 竹内伸
子著

日科技連出版社 414||Iz 216002430

373 基礎課程微分方程式 (数学基礎コース:K5)
森本芳則, 浅倉史
興共著

サイエンス社 413.6||Mo 216002431

374 相対論の意味 (岩波文庫:青(33)-934-2)
アインシュタイン著
/矢野健太郎訳

岩波書店 421.2||Ei 216002432



375 私の微分積分法 : 解析入門 (ちくま学芸文庫:[ヨ-15-
1])

吉田耕作著 筑摩書房 413.3||Yo 216002433

376 ルベグ積分入門 (ちくま学芸文庫:[ヨ13-2]) 吉田洋一著 筑摩書房 413.4||Yo 216002434

377 位相群上の積分とその応用 (ちくま学芸文庫:[ウ18-2])
アンドレ・ヴェイユ
著/齋藤正彦訳

筑摩書房 411.67||We 216002435

378 初等整数論入門 (ちくま学芸文庫:[キ19-1]) 銀林浩著 筑摩書房 412.1||Gi 216002436

379 新しい自然学 : 非線形科学の可能性 (ちくま学芸文
庫:[ク-27-1])

蔵本由紀著 筑摩書房 421.5||Ku 216002437

380 数学をいかに教えるか (ちくま学芸文庫:[シ20-5]) 志村五郎著 筑摩書房 410||Sh 216002438

381 確率論入門 (ちくま学芸文庫:[セ3-2]) 赤攝也著 筑摩書房 417.1||Se 216002439

382 集合論入門 (ちくま学芸文庫:[セ3-1]) 赤攝也著 筑摩書房 410.9||Se 216002440

383 幾何学の基礎をなす仮説について (ちくま学芸文庫:[リ
7-1])

ベルンハルト・リー
マン [著]/菅原正
巳訳

筑摩書房 414.81||Ri 216002441

384 数とは何かそして何であるべきか (ちくま学芸文庫:[テ
9-1])

リヒャルト・デデキ
ント著/渕野昌訳・
解説

筑摩書房 412||De 216002442

385 植物細胞の知られざる世界 : photobook 永野惇, 桧垣匠文 化学同人 471.1||Sh 216002443

386 地球は大きな薬箱 : 薬草で村おこし、健康おこし 村上光太郎著 叢文社 617.7||Mu 216002444

387 薬草の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス) 佐竹元吉著 日刊工業新聞社 499.87||Sa 216002445

388 水産食品栄養学 : 基礎からヒトへ
鈴木平光, 和田俊,
三浦理代編著

技報堂出版 498.55||Su 216002446

389 貝毒研究の最先端 : 現状と展望 (水産学シリーズ:153)
今井一郎, 福代康
夫, 広石伸互編

恒星社厚生閣 664.7||Ka 216002447



390 水産利用化学の基礎 渡部終五編 恒星社厚生閣 667.1||Su 216002448

391 魚の経済学 : 市場メカニズムの活用で資源を護る 第2
版

山下東子著 日本評論社 662.1||Ya 216002449

392 食品加工と栄養 第2版 (食べ物と健康:3)
舩津保浩 [ほか]
編著/阿部茂 [ほ
か] 共著

三共出版 498.5||Ta||3 216002450

393 食品学総論実験 : 実験で学ぶ食品学 江角彰彦著 同文書院 498.53||Es 216002451

394 よくわかる加工特産品のつくり方、売り方 鳥巣研二著 出版文化社 619||To 216002452

395 日本人はこうして歯を失っていく : 専門医が教える歯周
病の怖さと正しい治し方

日本歯周病学会,
日本臨床歯周病学
会著

朝日新聞出版 497.26||Ni 216002453

396 近世幕府農政史の研究 : 「田畑勝手作の禁」の再検証
を起点に

本城正徳著 大阪大学出版会 612.1||Ho 216002456

397 最新時空間情報学 2版
今井博, 近藤高弘
共著

インデックス出版 448.9||Im 216002460

398 観光の地理学 (立命館大学人文学企画叢書:04)
立命館大学地理学
教室編

文理閣 689.04||Ka 216002462

399 Seaweed ecology and physiology 2nd ed : pbk
Catriona L. Hurd ...
[et al.]

Cambridge
University Press

474||Se 216002465

400 人類を変えた素晴らしき10の材料 : その内なる宇宙を
探険する

マーク・ミーオドヴ
ニク著/松井信彦
訳

インターシフト/合
同出版 (発売)

501.4||Mi 216002466

401
炭素繊維-複合化時代への挑戦 : 炭素繊維複合材料
の入門-先端産業部材への応用 (先端繊維技術シリー
ズ)

井塚淑夫著 繊維社企画出版 578.6||Iz 216002467

402 食品機能の表示と科学 : 機能性表示食品を理解する 清水俊雄著 同文書院 498.5||Sh 216002468

403 産地と経済 : 水産加工業の研究 中居裕著 連合出版 667||Na 216002469

404 市場と安全 : 水産物流通、卸売市場の再編及び食の
安全

中居裕, 中川雄二
著

連合出版 661.4||Na 216002470



405 木質の形成 : バイオマス科学への招待 第2版
福島和彦 [ほか]
編

海青社 657.2||Mo 216002472

406 進化するゲノム編集技術
美研クリエイティブ
センター編

エヌ・ティー・エス 467.25||Sh 216002473

407 新入門食品衛生学 改訂第3版
和泉喬 [ほか] 共
著

南江堂 498.54||Sh 216002474

408 食品の分類と特性、加工を学ぶ (栄養科学イラストレイ
テッド. 食品学 : 食べ物と健康:2)

栢野新市, 水品善
之, 小西洋太郎編

羊土社 498.51||Sh 216002475

409 パートナー天然物化学 改訂第3版
海老塚豊, 森田博
史, 阿部郁朗編集

南江堂 439||Pa 216002476

410 機能性表示食品data book
日本抗加齢協会監
修

メディカルレビュー
社

498.5||Ki 216002477

411 地域水産物を活用した商品開発と衛生管理 : 6次産業
化必携!!

平塚聖一編著 幸書房 667||Ch 216002478

412 レトルト食品の基礎と応用 改訂
清水潮, 横山理雄
著

幸書房 588.9||Sh 216002479

413 集中講義生理学 : カラーイラストで学ぶ : physiology 改
訂2版

岡田隆夫編 メジカルビュー社 491.3||Sh 216002480

414 マンションの不具合・劣化総覧 : 要注意・要補修の現
象を見極める : 建物検査のプロが指摘する

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)

527.8||Ma 216002481

415 橋の改修・改良図鑑 : 計画・設計・施工の勘所を目で
覚える

日経コンストラク
ション編

日経BP社/日経
BPマーケティング
(発売)

515.8||Ha 216002482

416 原色石材大事典 : 色調、模様、吸水率、強度などがひ
と目でわかる!

全国建築石材工業
会監修

誠文堂新光社 524.22||Ge 216002483

417 ヤマベの木構造 : 現場必携ハンドブック 山辺豊彦著 エクスナレッジ 524.5||Ya 216002484

418 エコ住宅の達人西方里見が選んだこの建材・設備がス
ゴい

西方里見著 エクスナレッジ 527||Ni 216002485

419 楽しく分かる!木構造入門 : 超実践内容で今日からフル
活用!

佐藤実著 エクスナレッジ 524.5||Sa 216002487



420 最高に楽しい建築構造入門 改訂版 (エクスナレッジ
ムック)

江尻憲泰著 エクスナレッジ 524||Ej 216002488

421 図解設計技術者のための有限要素法 実践編 栗崎彰著 講談社 501.341||Ku 216002489

422 ポリイミド材料の基礎と開発 普及版 (CMCテクニカルラ
イブラリー:409. 新材料・新素材シリーズ)

柿本雅明監修 シーエムシー出版 578||Po 216002490

423 世界でもっとも正確な長さと重さの物語 : 単位が引き起
こすパラダイムシフト

ロバート・P・クリー
ス著/吉田三知世
訳

日経BP社/日経
BPマーケティング
(発売)

420.75||Cr 216002491

424 新薬創製 : 日本発の革新的医薬品の源泉を探る 長岡貞男編著
日経BP社/日経
BPマーケティング
(発売)

499.3||Sh 216002492

425 ナノ空間材料ハンドブック : ナノ多孔性材料、ナノ層状
物質等が切り開く新たな応用展開

徐強 [ほか] 編集
委員

NTS 501.4||Na 216002493

426 高分子科学 : 合成から物性まで (エキスパート応用化
学テキストシリーズ)

東信行, 松本章一,
西野孝著

講談社 431.9||Hi 216002494

427 NMR分光法 (分光法シリーズ:3)
阿久津秀雄 [ほか]
編著

講談社 433.57||Nm 216002495

428 機器分析 (エキスパート応用化学テキストシリーズ)
大谷肇編著/梅村
知也, 金子聡, 伊藤
彰英 [ほか] 著

講談社 433||Ki 216002496

429 有機合成化学 : 最先端の研究例から学ぶ合成戦略と
反応機構

東郷秀雄著 講談社 437||To 216002497

430
バイオ電気化学の実際 : バイオセンサ・バイオ電池の
実用展開 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:456. バ
イオテクノロジーシリーズ)

池田篤治監修 シーエムシー出版 579.9||Ba 216002498

431 イラストで学ぶディープラーニング 山下隆義著 講談社 007.13||Ya 216002499

432 火山工学入門
土木学会地盤工学
委員会火山工学研
究小委員会編集

土木学会/丸善
(発売)

453.8||Ka||1 216002500

433 活性酸素の本当の姿 鈴木敬一郎編集 ナップ 491.4||Ka 216002510

434 ここまでわかった燃える褐色脂肪の不思議
斉藤昌之, 大野秀
樹編集

ナップ 491.44||Ko 216002511



435 好きになる救急医学 : 病院前から始まる救急医療 第3
版 (好きになるシリーズ)

小林國男著 講談社 492.29||Ko 216002515

436 わかる!運動器エコー : ビギナーズガイド
高橋周, 松崎正史,
山口睦弘編著

新興医学出版社 493.6||Wa 216002516

437 史上最強図解これならわかる!分子生物学 渡邊利雄著 ナツメ社 464.1||Wa 216002517

438 リカバリーをめざす統合失調症の認知行動療法ワーク
ブック : 私の「ふつう」を取り戻すための技法を学ぶ

ダグラス・ターキン
グトン [ほか] 著/
菊池安希子, 佐藤
美奈子訳

星和書店 493.763||Tu 216002520

439 双極性障害の対人関係社会リズム療法 : 臨床家とクラ
イアントのための実践ガイド

エレン・フランク著/
大賀健太郎, 霜山
孝子, 阿部又一郎
訳

星和書店 493.764||Fr 216002521

440 がん患者心理療法ハンドブック

Maggie Watson,
David Kissane
[編]/内富庸介, 大
西秀樹, 藤澤大介
監訳

医学書院 494.5||Ga 216002522

441 精神腫瘍学
内富庸介, 小川朝
生編集

医学書院 494.5||Se 216002523

442 悪い知らせをどう伝えるか (がん医療におけるコミュニ
ケーション・スキル:[正])

内富庸介, 藤森麻
衣子編集

医学書院 494.5||Ga||1 216002524

443 実践に学ぶ悪い知らせの伝え方 (がん医療におけるコ
ミュニケーション・スキル:続)

藤森麻衣子, 内富
庸介編

医学書院 494.5||Ga||2 216002525

444 20世紀世界の名作住宅

ドミニク・ブラッドベ
リー文/リチャード・
パワーズ写真/[川
上純子訳]

エクスナレッジ 527||Br 216002529

445 世界5000年の名建築 二階幸恵 [文] エクスナレッジ 520.2||Fu 216002530

446 リアル行動ターゲティング
横山隆治, 楳田良
輝著

日経BP社/日経
BPマーケティング
(発売)

674.6||Yo 216002531

447 有機分子触媒の化学 : モノづくりのパラダイムシフト
(CSJ Current Review:22)

日本化学会編 化学同人 572.8||Yu 216002536

448
An introduction to the mathematical structure of
quantum mechanics : a short course for
mathematicians 2nd ed (Advanced series in
mathematical physics:v. 28)

lecture notes by F.
Strocchi

World Scientific 421.3||St 216002647

449 The angular momentum of light : hardback
edited by David L.
Andrews, Mohamed
Babiker

Cambridge
University Press

425.1||An 216002648



450 Early Fourier analysis (The Sally series. Pure and
applied undergraduate texts:22)

Hugh L.
Montgomery

American
Mathematical
Society

423.59||Mo 216002649

451
Number systems : an introduction to algebra and
analysis (The Sally series. Pure and applied
undergraduate texts:23)

Sergei Ovchinnikov
American
Mathematical
Society

411||Ov 216002650

452
Linear algebra and matrices : topics for a second
course (The Sally series. Pure and applied
undergraduate texts:v. 24)

Helene Shapiro
American
Mathematical
Society

411.3||Sh 216002651

453 The tools of mathematical reasoning (The Sally series.
Pure and applied undergraduate texts:v. 26)

Tamara J. Lakins
American
Mathematical
Society

410||La 216002653

454 Differential geometry : curves - surfaces - manifolds
3rd ed (Student mathematical library:v. 77)

Wolfgang Kü
hnel/translated by
Bruce Hunt

American
Mathematical
Society

410.8||St||77 216002654

455 A user-friendly introduction to Lebesgue measure and
integration : paper (Student mathematical library:v. 78)

Gail S. Nelson
American
Mathematical
Society

410.8||St||78 216002655

456 Matrix groups for undergraduates 2nd ed : pbk
(Student mathematical library:v. 79)

Kristopher Tapp
American
Mathematical
Society

410.8||St||79 216002656

457 橋の点検に行こう! : 初心者のための橋梁点検講座
「橋梁と基礎」編集
委員会編

建設図書 515.8||Ha 216002657

458 超硬工具のカンドコロ (技能ブックス:9)
梅沢三造, 管野成
行編著

大河出版 532.08||Gi||9 216002658

459 機械力学のショウタイ (技能ブックス:11) 田畠彩雄著 大河出版 532.08||Gi||11 216002659

460 電力システム工学の基礎 (電気・電子工学ライブラ
リ:UKE-D3)

加藤政一, 田岡久
雄共著

数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

543.1||Ka 216002660

461 美しいコロイドと界面の世界 大久保恒夫著 まつお出版 431.8||Ok 216002661

462 M2M基本技術書 : ETSI標準の理論と体系

David Boswarthick,
Omar Elloumi,
Olivier Hersent編/
山崎徳和, 小林中
訳

リックテレコム 547.48||Em 216002662

463 Fluid mechanics 6th ed : [hardback]

Pijush K. Kundu, Ira
M. Cohen, David R.
Dowling/with
contributions by Gr
étar Tryggvason

Academic Press 423.8||Pi 216002663

464 Environmental science : earth as a living planet 9th ed
Daniel B. Botkin,
Edward A. Keller

Wiley 519||Da 216002664



465 High-resolution NMR techniques in organic chemistry
3rd ed

Timothy D.W.
Claridge

Elsevier 433.9||Cl 216002665

466 Femtosecond laser-matter interactions : theory,
experiments and applications : hbk.

Eugene Gamaly
Pan Stanford
Publishing

549.95||Ga 216002666

467 Machine learning and medical imaging

[edited by]
Guorong Wu,
Dinggang Shen,
Mert R. Sabuncu

Academic Press 492.8||Ma 216002667

468 海の生き物からの贈り物 : 薬と毒と 塩入孝之著 化学工業日報社 499.39||Sh 216002668

469 食品機能性の科学
食品機能性の科学
編集委員会編集

産業技術サービス
センター

498.53||Sh 216002669

470 巨大数 (岩波科学ライブラリー:253) 鈴木真治著 岩波書店 410||Su 216002677

471 製造業R&Dマネジメントの鉄則 : 成功・失敗事例で見
極める成否の分かれ目!

岡部仁志, 新井本
昌宏, 渡辺智宏著

日刊工業新聞社 509.63||Ok 216002681

472 「インターネット」の次に来るもの : 未来を決める12の法
則

ケヴィン・ケリー著/
服部桂訳

NHK出版 007.3||Ke 216002682

473 日本風景史 : ヴィジョンをめぐる技法
田路貴浩, 齋藤潮,
山口敬太編

昭和堂 629.1||Ni 216002683

474 密度汎関数理論入門 : 理論とその応用

D.S.ショール, J.A.ス
テッケル共著/佐々
木泰造, 末原茂共
訳

吉岡書店 431.19||Sh 216002684

475 世界科学史大年表 : ビジュアル版
ロバート・ウィンスト
ン編/藤井留美訳

柊風舎 403.2||Se 216002685

476 身体はトラウマを記録する : 脳・心・体のつながりと回
復のための手法

ベッセル・ヴァン・
デア・コーク著/柴
田裕之訳/杉山登
志郎解説

紀伊国屋書店 493.74||Va 216002688

477 The ultimate companion to a comprehensive course in
analysis (A comprehensive course in analysis)

a five-volume
reference set by
Barry Simon

American
Mathematical
Society

413||Co||別 216002693

478
Geometric optimal control : theory, methods and
examples : hbk (Interdisciplinary applied
mathematics:38)

Heinz Schättler,
Urszula Ledzewicz

Springer 548.3||Sc 216002697

479 Real analysis (A comprehensive course in analysis:pt.
1)

Barry Simon
American
Mathematical
Society

413||Co||1 216002698



480 Basic complex analysis (A comprehensive course in
analysis:pt. 2A)

Barry Simon
American
Mathematical
Society

413||Co||2A 216002699

481 Advanced complex analysis (A comprehensive course
in analysis:pt. 2B)

Barry Simon
American
Mathematical
Society

413||Co||2B 216002700

482 Harmonic analysis (A comprehensive course in
analysis:pt. 3)

Barry Simon
American
Mathematical
Society

413||Co||3 216002701

483 Operator theory (A comprehensive course in
analysis:pt. 4)

Barry Simon
American
Mathematical
Society

413||Co||4 216002702

484 Quantitative chemical analysis 9th ed : hbk
Daniel C. Harris,
Charles A. Lucy

W.H. Freeman 433.2||Ha 216002703

485 Noises in optical communications and photonic
systems : hbk (Optics and photonics)

Le Nguyen Binh CRC Press 547.68||Bi 216002704

486 図説都市空間の構想力
東京大学都市デザ
イン研究室編/西
村幸夫 [ほか] 著

学芸出版社 518.8||Zu 216002746

487 建築職公務員試験専門問題と解答 第2版 構造・材料
ほか編

米田昌弘著 大学教育出版 520.7||Yo 216002747

488 日本の医薬品構造式集 2016
日本医薬情報セン
ター編

日本医薬情報セン
ター/丸善出版 (発
売)

499.31||Ni 216002748
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