
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
情報通信システム 改訂版 (電気・電子系教科
書シリーズ:25)

岡田正, 桑原裕
史共著

コロナ社 549||De||25 217001361

2 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人著 新潮社 488.04||Ka 217001362

3 理工学の基礎としての力学 佐藤博彦著 培風館 423||Sa 217001382

4
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふ
しぎ [正]

今泉忠明監修/下
間文恵, 徳永明子,
かわむらふゆみ絵

高橋書店 480||Za 217001383

5
自然科学系英和大辞典 : 「理・工・農・医・社会」
増補改訂新版

小倉書店 403.3||Sh 217001388

6 GA JAPAN : Environmental design 146
A.D.A.EDITA
Tokyo

520.5||Ga 217001389

7
もっとディープに!カレーの世界 : スパイスでおい
しくヘルシー (NHKテキスト)

水野仁輔講師/日
本放送協会編集
/NHK出版編集

NHK出版 596||Mo 217001407

8 機械設計 (学生のための機械工学シリーズ:7)
川北和明, 矢部寛
編著/小笹俊博
[ほか] 著

朝倉書店 530.8||Ga||7 217001455

9
「有機反応機構」ワークブック : 巻矢印で有機反
応を学ぶ!

奥山格著 丸善 437||Ok 217001456

10
「有機反応機構」ワークブック : 巻矢印で有機反
応を学ぶ!

奥山格著 丸善 437||Ok 217001457

11
「有機反応機構」ワークブック : 巻矢印で有機反
応を学ぶ!

奥山格著 丸善 437||Ok 217001458

12 情報通信基礎 三輪進著
東京電機大学
出版局

547||Mi 217001459

13 図解希土類磁石
佐川眞人, 浜野
正昭編著

日刊工業新聞
社

541.66||Zu 217001460

14 日本の火山 (火山の国に生きる)
宮武健仁写真・
文

くもん出版 453.821||Mi 217001461

学生用理工系図書新着リスト(９月)



15
パターン形成の数理とバイオメディカルへの応
用 (マレー数理生物学:応用編)

James D.
Murray著/勝瀬
一登 [ほか] 訳

丸善出版 461.9||Mu 217001463

16 食品成分表 2017 : セット 香川芳子監修
女子栄養大学
出版部

498.51||Sh||'17 217001464

17 食品成分表 2017 : セット 香川芳子監修
女子栄養大学
出版部

498.51||Sh||'17 217001465

18 図解話を聞かない男、地図が読めない女
アラン・ピーズ,
バーバラ・ピーズ著
/藤井留美訳

主婦の友社 491.371||Pe 217001470

19 製剤への物理化学 第2版
斎藤博幸, 田中秀
治編/岡村恵美子
[ほか執筆]

廣川書店 499.6||Se 217001479

20 解体新書 復刻版
[クルムス著]/[杉田玄白, 前野
良沢訳]/[中川淳庵校]/[石川玄
常参]/[桂川甫周閲]/西村書店
編集部編

西村書店東京
出版編集部

491.1||Ku 217001522

21
赤ちゃんの歩行獲得 : 新生児から1歳までの動
作・EMG記録

岡本勉, 岡本香
代子著

歩行開発研究
所

493.91||Ok 217001531

22 まちづくり図解
佐藤滋 [ほか]
編

鹿島出版会 518.8||Ma 217001553

23 Rによるテキストマイニング入門 第2版 石田基広著 森北出版 007.6||Is 217001557

24 Rによるテキストマイニング入門 第2版 石田基広著 森北出版 007.6||Is 217001558

25 Rによるスクレイピング入門 : web scraping
石田基広 [ほか]
著

シーアンドアー
ル研究所

007.58||Rn 217001559

26
Rによる自動データ収集 : Webスクレイピングと
テキストマイニングの実践ガイド

Simon Munzert [ほ
か] 原著/石田基
広 [ほか] 訳

共立出版 007.58||Rn 217001560

27
データサイエンティストのための最新知識と実
践 : Rではじめよう![モダン]なデータ分析

瓜生真也 [ほか]
著

マイナビ出版 417||De 217001561

28
住み継がれる集落をつくる : 交流・移住・通いで
生き抜く地域

山崎義人, 佐久間
康富編著/内平隆
之 [ほか著]

学芸出版社 611.151||Su 217001570

29 明日の田園都市 : 新訳
エベネザー・ハ
ワード著/山形
浩生訳

鹿島出版会 518.88||Ho 217001572



30
無形学へ : かたちになる前の思考 : まちづくり
を俯瞰する5つの視座 (文化とまちづくり叢書)

後藤春彦編著 水曜社 518.8||Mu 217001574

31
アンサンブル法による機械学習 : 基礎とアルゴ
リズム

Zhi-Hua Zhou著
/宮岡悦良, 下川
朝有訳

近代科学社 007.13||Zh 217001591

32
サービス立国論 : 成熟経済を活性化するフロン
ティア

森川正之著
日本経済新聞
出版社

673.9||Mo 217001592

33 環境都市政策入門 山下潤著 古今書院 519.1||Ya 217001595

34
退屈なことはPythonにやらせよう : ノンプログラ
マーにもできる自動化処理プログラミング

Al Sweigart著/
相川愛三訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Sw 217001596

35
V耐震設計編に関する参考資料 (道路橋示方
書・同解説)

日本道路協会編
集

日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||5 217001597

36 奈良時代建築の造営体制と維持管理 海野聡著 吉川弘文館 521.35||Un 217001598

37 建築水理学 : 水害対策の知識 桑村仁著 技報堂出版 524.93||Ku 217001599

38 土木計画学ハンドブック
土木学会土木計
画学ハンドブック
編集委員会編

コロナ社 513.1||Do 217001600

39
UXの時代 : IoTとシェアリングは産業をどう変え
るのか

松島聡著 英治出版 007.3||Ma 217001601

40 決定版!グリーンインフラ

グリーンインフラ研究会,
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング, 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)

518.85||Ke 217001602

41 決定版!グリーンインフラ

グリーンインフラ研究会,
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング, 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)

518.85||Ke 217001603

42 決定版!グリーンインフラ

グリーンインフラ研究会,
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング, 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)

518.85||Ke 217001604

43
日本の橋 : その物語・意匠・技術 (シリーズニッ
ポン再発見:5. Series Nippon re-discovery)

五十畑弘著 ミネルヴァ書房 515.02||Is 217001606

44 物語日本の治水史 竹林征三著 鹿島出版会 517.21||Ta 217001608



45 近代日本の洋風建築 開化篇 藤森照信著 筑摩書房 523.1||Fu 217001609

46 ヒアリの生物学 : 行動生態と分子基盤
東正剛, 緒方一夫,
S.D. ポーター著/東
典子訳

海游舎 486.7||Hi 217001610

47 ヒアリの生物学 : 行動生態と分子基盤
東正剛, 緒方一夫,
S.D. ポーター著/東
典子訳

海游舎 486.7||Hi 217001611

48
2016年M7.3熊本地震 : 地表地震断層と阿蘇火
山におけるビジュアル記録

林愛明著 近未来社 453.2194||Ri 217001613

49
2016年M7.3熊本地震 : 地表地震断層と阿蘇火
山におけるビジュアル記録

林愛明著 近未来社 453.2194||Ri 217001614

50 近代日本の洋風建築 栄華篇 藤森照信著 筑摩書房 523.1||Fu 217001615

51 図説日本の湿地 : 人と自然と多様な水辺
『図説日本の湿
地』編集委員会
編集

朝倉書店 452.931||Zu 217001616

52 図説日本の湿地 : 人と自然と多様な水辺
『図説日本の湿
地』編集委員会
編集

朝倉書店 452.931||Zu 217001617

53
鋼橋の大規模修繕・大規模更新 : 解説と事例
(鋼構造シリーズ:26)

土木学会鋼構造委員会鋼橋の
大規模修繕・大規模改築に関す
る調査研究小委員会編集

土木学会/丸善
出版 (発売)

524.6||Ko||26 217001618

54
場のデザインを仕事にする : 建築×不動産×
テクノロジーでつくる未来

中村真広, 村上
浩輝, ツクルバ
著

学芸出版社 520.67||Ba 217001619

55
行基と長屋王の時代 : 行基集団の水資源開発
と地域総合整備事業

尾田栄章著 現代企画室 517.6||Od 217001620

56
必携住宅・建築物の省エネルギー基準関係法
令集 2017

住宅・建築物省エネル
ギー研究会編/国土交
通省住宅局住宅生産課
協力

創樹社/ランド
ハウスビレッジ
(発売)

520.91||Hi||'17 217001621

57 地盤環境工学
嘉門雅史, 大嶺
聖, 勝見武著

共立出版 511.3||Ka 217001622

58 地盤環境工学
嘉門雅史, 大嶺
聖, 勝見武著

共立出版 511.3||Ka 217001623

59
都市縮小時代の土地利用計画 : 多様な都市空
間創出へ向けた課題と対応策

日本建築学会編 学芸出版社 518.8||To 217001624



60 坂茂の建築 : 材料・構造・空間へ 坂茂著 TOTO出版 520.87||Ba 217001625

61
図解住まいの寸法 : 暮らしから考える設計のポ
イント

堀野和人, 黒田
吏香著

学芸出版社 527.1||Ho 217001627

62
世界の大河で何が起きているのか : 河川の開
発と分断がもたらす環境への影響

エレン・ウォール
著/穴水由紀子
訳

一灯舎 517.2||Wo 217001628

63
モクチンメソッド : 都市を変える木賃アパート改
修戦略

連勇太朗, 川瀬
英嗣著

学芸出版社 527.8||Mo 217001629

64
コンクリート構造物のサステイナビリティ設計 :
地球環境と人間社会の不確実性への挑戦

堺孝司, 横田弘
著

技報堂出版 511.78||Sa 217001631

65 まちづくりの法律がわかる本 坂和章平著 学芸出版社 518.8||Sa 217001632

66 実務に役立つ総合河川学入門 末次忠司著 鹿島出版会 517||Su 217001633

67
見るだけで分かる!建築基準法入門 最新法改
正対応版 (建築知識. 法規シリーズ:2)

関田保行著 エクスナレッジ 520.91||Se 217001634

68 IoT・AIの法律と戦略
福岡真之介編著
/桑田寛史, 料屋
恵美著

商事法務 007.3||Fu 217001635

69 水圏の水理学 : 開水路の理論から実例まで 大西外明著 森北出版 517.1||On 217001636

70 都市経営時代のアーバンデザイン
西村幸夫編/高
梨遼太朗 [ほか]
著

学芸出版社 518.8||To 217001637

71
現代オペレーションズ・マネジメント : IoT時代の
品質・生産性向上と顧客価値創造 (シリーズ
「現代の品質管理」:5)

圓川隆夫著 朝倉書店 509.6||En 217001638

72
公共調達解体新書 : 建設再生に向けた調達制
度再構築の道筋

木下誠也著 経済調査会 510.91||Ki 217001639

73 社会基盤マネジメント
堀田昌英, 小澤
一雅編

技報堂出版 510.95||Sh 217001640

74
LAPACK/BLAS入門 : Linear Algebra PACKage
Basic Linear Algebra Subprograms

幸谷智紀著 森北出版 411.3||Ko 217001643



75
宇宙流体力学の基礎 (シリーズ「宇宙物理学の
基礎」:1巻)

福江純, 和田桂
一, 梅村雅之著

日本評論社 440.12||Sh||1 217001644

76 再生可能エネルギー技術
藤井照重 [ほか]
共著

森北出版 501.6||Sa 217001645

77 演習で学ぶ機械力学 第3版
小寺忠, 矢野澄
雄共著

森北出版 531.3||Ko 217001646

78 倒立振子で学ぶ制御工学
川田昌克編著/
東俊一 [ほか]
共著

森北出版 548.31||To 217001647

79 薄膜工学 第3版

日本学術振興会薄膜
第131委員会編集企
画/吉田貞史, 近藤高
志編著

丸善出版 549.8||Ha 217001648

80 放射光による応力とひずみの評価
田中啓介 [ほか]
著

養賢堂 501.322||Ho 217001649

81
機械部品を加工するための工具学 : 切削工具
を使う技術・管理するノウハウ

宮崎勝実著 大河出版 532.6||Mi 217001650

82 はじめての計測技術・基本 : 測定基礎入門 上野滋著 大河出版 501.22||Ue 217001651

83 カオス時系列解析の基礎と応用
合原一幸編/池
口徹, 山田泰司,
小室元政著

産業図書 421.4||Ka 217001652

84
代数幾何と学習理論 (知能情報科学シリーズ :
intellectual information science series)

渡辺澄夫著 森北出版 417.6||Wa 217001653

85
フレイル : 超高齢社会における最重要課題と予
防戦略

葛谷雅文, 雨海
照祥編

医歯薬出版 493.185||Fu 217001654

86 非線形有限要素法のための連続体力学

Javier Bonet, Richard
D.Wood著/吉田純司,
寺嶋隆史, 生出佳共
訳

森北出版 501.341||Bo 217001655

87
GPUを支える技術 : 超並列ハードウェアの快進
撃「技術基礎」 (Web+DB Pressプラスシリーズ)

Hisa Ando著 技術評論社 548.22||An 217001656

88 FPGAプログラミング大全 : Xilinx編 小林優著 秀和システム 549.7||Ko 217001657

89
世界に通じる科学英語論文の書き方 : 執筆・投
稿・査読・発表

R・A・デイ, B・ガ
ステル著/美宅
成樹訳

丸善 407||Da 217001658



90 ハリス分析化学 上
Daniel C. Harris
[著]/岩元俊一
訳

化学同人 433||Ha||1 217001659

91
企業研究者たちの感動の瞬間 : ものづくりに賭
けるケミストの夢と情熱

有機合成化学協
会, 日本プロセ
ス化学会編

化学同人 570.4||Ki 217001660

92
二次元物質の科学 : グラフェンなどの分子シー
トが生み出す新世界 (CSJ Current Review:25)

日本化学会編著 化学同人 431.04||Ni 217001661

93
入門無機材料の特性 : 機械的特性・熱的特性・
イオン移動的特性

上垣外修己,
佐々木厳共著

内田老鶴圃 501.48||Ka 217001662

94
MS,IR,NMRの併用 第8版 (有機化合物のスペク
トルによる同定法)

Silverstein, Webster,
Kiemle, Bryce著/岩
澤伸治, 豊田真司, 村
田滋訳

東京化学同人 433.9||Si 217001663

95
力学物性 (高分子基礎科学One Point:9. 物
性:1)

高分子学会編集
/小椎尾謙, 高原
淳著

共立出版 431.9||Ko||9 217001664

96
有機化学命名法 : IUPAC2013勧告および優先
IUPAC名

H.A.Favre, W.H.Powell
編著/日本化学会命
名法専門委員会訳著

東京化学同人 437.034||Yu 217001665

97
分子構造と反応・有機金属化学 (大学院講義有
機化学:1)

野依良治 [ほか]
編

東京化学同人 437||Da||1 217001666

98
プラズマプロセス技術 : ナノ材料作製・加工の
ためのアトムテクノロジー

プラズマ・核融
合学会編

森北出版 501.4||Pu 217001667

99
ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応
用

表面技術協会編 コロナ社 566.7||Do 217001668

100
現場で使えるローエンド・マイコン活用事例集 :
PICとAVRマイコン+C言語プログラミング (マイコ
ン活用シリーズ)

石神芳郎著 CQ出版 548.2||Is 217001669

101
Wi-Fiモジュール「ESP8266」で動かす「ミニ四
駆」キット (I/O books)

Cerevo著/I/O編
集部編

工学社 507.9||Wi 217001670

102 基礎からのプリント基板製作 (I/O books) 佐倉正幸著 工学社 549.7||Sa 217001671

103 Cによる数値計算法入門 第2版 : 新装版
堀之内總一, 酒
井幸吉, 榎園茂
共著

森北出版 418.1||Ho 217001672

104 高速化プログラミング入門 北山洋幸著 カットシステム 007.64||Ki 217001673



105 固体物理と半導体物性の基礎 牧本俊樹著 コロナ社 428.4||Ma 217001674

106 光メタマテリアル入門 田中拓男著 丸善出版 425||Ta 217001675

107 ワイヤレス給電技術入門
クライソン トロン
ナムチャイ, 廣田
幸嗣著

日刊工業新聞
社

544.2||Th 217001676

108
実践ロバスト制御 (システム制御工学シリー
ズ:11)

平田光男著 コロナ社 548.3||Sh||11 217001677

109 エンジニアのためのフィードバック制御入門
フィリップ・K・ジャ
ナート著/星義克,
米元謙介訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

548.31||Ja 217001678

110
図解でわかるシーケンス制御 : シーケンス制御
回路の構成から動作の流れまで完全図解

大浜庄司著
日本実業出版
社

548.3||Oh 217001679

111 今日からあなたも機械制御の通になる 涌井伸二著
日刊工業新聞
社

548.3||Wa 217001680

112 ACドライブシステムのセンサレスベクトル制御

電気学会・センサレス
ベクトル制御の整理
に関する調査専門委
員会編

オーム社 542.33||Ac 217001681

113
電力工学 改訂版 (電気・電子系教科書シリー
ズ:21)

江間敏, 甲斐隆
章共著

コロナ社 549||De||21 217001682

114
図解配電系統と太陽光発電 : 系統連系のしく
みを理解する技術要件ガイド

飯田芳一著 オーム社 544.41||Id 217001683

115 分散型エネルギーによる発電システム 野呂康宏著 コロナ社 543||No 217001684

116
ARMマイコンCortex-M教科書 : 基礎知識から
IoTで重要な低消費電力/セキュリティ機能まで
プロが直伝 (ARM教科書シリーズ)

中森章, 桑野雅
彦共著

CQ出版 548.2||Na 217001685

117 放射線計測ハンドブック 第4版
Glenn F. Knoll著/
神野郁夫, 木村逸
郎, 阪井英次共訳

オーム社 539.62||Kn 217001686

118 物理学基礎 第5版 原康夫著
学術図書出版
社

420||Ha 217001687

119
日本の火山ウォーキングガイド : 魅力と脅威が
伝わる22スポット

火山防災推進機
構編

丸善出版 453.821||Ni 217001688



120
温泉と地球科学 : 温泉を通して読み解く地球の
営み

大沢信二, 西村
進編

ナカニシヤ出版 453.9||On 217001689

121
大地震と大噴火 : 日本列島の地下を探る (別冊
日経サイエンス:217)

日経サイエンス
編集部編

日経サイエンス
/日本経済新聞
出版社 (発売)

453.21||Da 217001690

122
12歳からはじめるゼロからのC言語ゲームプロ
グラミング教室

大槻有一郎著 ラトルズ 007.64||Ot 217001691

123
ライブラリではじめるC言語ゲーム開発 (I/O
books)

片倉永輝著 工学社 007.64||Ka 217001692

124 新・解きながら学ぶC言語
柴田望洋, 由梨
かおる著

SBクリエイティ
ブ

007.64||Sh 217001693

125 新・明解C言語ポインタ完全攻略 柴田望洋著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Sh 217001694

126 みんなのArduino入門 高本孝頼著 リックテレコム 548.2||Ta 217001695

127
スマホで動かすArduino : AndroidとBLEで電子
工作

鄭立著 リックテレコム 549||Te 217001696

128
Processingクリエイティブ・コーディング入門 :
コードが生み出す創造表現

田所淳著 技術評論社 007.64||Ta 217001697

129 実践Arduino! : 電子工作でアイデアを形にしよう 平原真著 オーム社 548.2||Hi 217001698

130 Processing3による画像処理とグラフィックス 谷尻かおり著 カットシステム 007.642||Ta 217001699

131 知識情報処理 (東京大学工学教程. 情報工学)

東京大学工学教程
編纂委員会編/伊
庭斉志, ダヌシカ
ボレガラ著

丸善出版 007.13||Ib 217001701

132
カルマンフィルタとシステムの同定 : 動的逆問
題へのアプローチ

大住晃, 亀山建
太郎, 松田吉隆
共著

森北出版 417.1||Os 217001702

133
ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミ
ングのきほんのきほん

大澤文孝著 マイナビ 547.4833||Os 217001703

134 基礎から学ぶXamarinプログラミング 西村誠著
シーアンドアー
ル研究所

007.64||Ni 217001704



135 軽量・高速モバイルデータベースRealm入門 菅原祐著 技術評論社 694.6||Su 217001705

136
スキルアップに効く技術と知識 (インフラエンジ
ニアの教科書:2)

佐野裕著
シーアンドアー
ル研究所

007.61||Sa 217001706

137 これなら通じる技術英語ライティングの基本 平野信輔著
日本能率協会
マネジメントセン
ター

507.7||Hi 217001707

138
英文テクニカルライティング : 読み手の心を捉
える!

片岡英樹著
日刊工業新聞
社

507.7||Ka 217001708

139
Minecraft (マインクラフト) で楽しく学べるPython
(パイソン) プログラミング

齋藤大輔著 ソーテック社 007.64||Sa 217001709

140 詳細!Python3入門ノート 大重美幸著 ソーテック社 007.64||Os 217001710

141 いちばんやさしいPython入門教室 大澤文孝著 ソーテック社 007.64||Os 217001711

142
TensorFlow機械学習クックブック : Pythonベー
スの活用レシピ60+ (Impress top gear)

Nick McClure著
/クイープ訳

インプレス 007.13||Mc 217001712

143
詳解ディープラーニング : TensorFlow・Kerasに
よる時系列データ処理

巣籠悠輔著 マイナビ出版 007.13||Su 217001713

144
心を交わす人工知能 : 言語・感情・倫理・ユー
モア・常識

荒木健治 [ほか]
共著

森北出版 007.13||Ko 217001714

145 構文解析 (自然言語処理シリーズ:9)
鶴岡慶雅, 宮尾
祐介共著

コロナ社 007.636||Sh||9 217001715

146
文脈解析 : 述語項構造・照応・談話構造の解析
(自然言語処理シリーズ:10)

笹野遼平, 飯田
龍共著

コロナ社 007.636||Sh||10 217001716

147 医療言語処理 (自然言語処理シリーズ:12) 荒牧英治著 コロナ社 007.636||Sh||12 217001717

148 ディープラーニングがわかる数学入門
涌井良幸, 涌井
貞美著

技術評論社 007.13||Wa 217001718

149
C++で学ぶディープラーニング : ニューラルネッ
トワークの基礎からC++による実装まで

藤田毅著 マイナビ出版 007.13||Fu 217001719



150 ニューラルネットワーク自作入門
Tariq Rashid著/
新納浩幸監訳

マイナビ出版 007.13||Ra 217001720

151 シッカリ学べる!「光学設計」の基礎知識 牛山善太著
日刊工業新聞
社

535.8||Us 217001721

152 C言語プログラミング基本例題88+88
冨永和人編著/
生野壮一郎 [ほ
か] 共著

コロナ社 007.64||Cg 217001722

153
物質中の電場と磁場 : 物性をより深く理解する
ために (フロー式物理演習シリーズ:13)

村上修一著 共立出版 428||Mu 217001723

154
多電子系の超高速光誘起相転移 : 光で見る・
操る・強相関電子系の世界 (基本法則から読み
解く物理学最前線:12)

岩井伸一郎著 共立出版 420.8||Ki||12 217001724

155 イラストレイテッド光の実験 田所利康著 朝倉書店 425||Ta 217001725

156
機械学習 : データを読み解くアルゴリズムの技
法

Peter Flach
[著]/田中研太
郎 [ほか] 訳

朝倉書店 007.13||Fl 217001726

157 光学 谷田貝豊彦著 朝倉書店 425||Ta 217001727

158 平面代数曲線のはなし 今野一宏著 内田老鶴圃 411.8||Ko 217001728

159 双曲平面上の幾何学 土橋宏康著 内田老鶴圃 414.13||Ts 217001729

160 積分幾何学入門 田崎博之著
牧野書店/星雲
社 (発売)

414||Ta 217001730

161 数学まなびはじめ 第3集
数学のたのしみ
編集部編

日本評論社 410.21||Su||3 217001731

162 曲面とベクトル解析 (日評ベーシック・シリーズ) 小林真平著 日本評論社 414.7||Ko 217001732

163 折る幾何学 : 約60のちょっと変わった折り紙 前川淳著 日本評論社 414||Ma 217001733

164 線形代数とネットワーク 高崎金久著 日本評論社 411.3||Ta 217001734



165 岩澤理論とその展望 下 (岩波数学叢書) 落合理著 岩波書店 412.2||Oc||2 217001735

166
数値解析の原理 : 現象の解明をめざして (岩波
数学叢書)

菊地文雄, 齊藤
宣一著

岩波書店 418.1||Ki 217001736

167 ファイナンスと保険の数理 (岩波数学叢書)
井上昭彦, 中野
張, 福田敬著

岩波書店 417||In 217001737

168
粘性解 : 比較原理を中心に (共立講座 数学の
輝き:8)

小池茂昭著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 413.63||Ko 217001738

169
3次元リッチフローと幾何学的トポロジー (共立
講座 数学の輝き:9)

戸田正人著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 415.7||To 217001739

170
保型関数 : 古典理論とその現代的応用 (共立
講座 数学の輝き:10)

志賀弘典著/新
井仁之 [ほか]
編

共立出版 411.66||Sh 217001740

171 D加群 (共立講座 数学の輝き:11)
竹内潔著/新井
仁之 [ほか] 編

共立出版 411.6||Ta 217001741

172 古典的名著に学ぶ微積分の基礎 高瀬正仁著 共立出版 413.3||Ta 217001742

173 複素関数論講義 野村隆昭著 共立出版 413.52||No 217001743

174
Aha!ひらめきの幾何学 : アルキメデスも驚くマミ
コンの定理

Tom M.Apostol,
Mamikon
A.Mnatsakanian著/
川辺治之訳

共立出版 414||Ap 217001744

175

ウイルス感染と常微分方程式 (シリーズ・現象
を解明する数学. Introduction to
interdisciplinary mathematics: phenomena,
modeling and analysis)

岩見真吾, 佐藤
佳, 竹内康博著

共立出版 413.62||Iw 217001745

176 応用微分方程式 (現代基礎数学:10) 小川卓克著 朝倉書店 410.8||Ge||10 217001746

177 微分方程式入門 新版 南部隆夫著 朝倉書店 413.6||Na 217001747

178
ガウスの数論世界をゆく : 正多角形の作図から
相互法則・数論幾何へ (数学書房選書:6)

栗原将人著 数学書房 410.8||Su||6 217001748

179
対称群の表現とヤング図形集団の解析学 : 漸
近的表現論への序説 (数学の杜:4)

洞彰人著 数学書房 411.6||Ho 217001749



180 微分方程式 増補版 原岡喜重著 数学書房 413.6||Ha 217001750

181
数理と社会 : 身近な数学でリフレッシュ 増補第
2版

河添健著 数学書房 410.4||Ka 217001751

182 微分積分の演習 三宅敏恒著 培風館 413.3||Mi 217001752

183 解ける!使える!微分方程式 稲津將著
北海道大学出
版会

413.6||In 217001753

184 四元数 今野紀雄著 森北出版 411.72||Ko 217001754

185
3Dグラフィックスのための数学入門 : クォータニ
オン・スプライン曲線の基礎

郡山彬, 原正雄,
峯崎俊哉共著

森北出版 410||Ko 217001755

186 解析力学 (日評ベーシック・シリーズ) 十河清著 日本評論社 423.35||So 217001756

187 力学 (日評ベーシック・シリーズ) 御領潤著 日本評論社 423||Go 217001757

188
人につむじがあるわけ : 数学を味わうための12
話

一樂重雄著 日本評論社 410.4||Ic 217001758

189
シュプリンガー数学コンテストから学ぶ数学発
想レクチャーズ (シュプリンガー数学リーディン
グス:第19巻)

秋山仁, 酒井利訓
著/シュプリンガー・
ジャパン編

丸善出版 410||Ak 217001759

190 力学系入門 : 微分方程式からカオスまで

Morris W. Hirsch,
Stephen Smale, Robert
L. Devaney著/桐木紳
[ほか] 訳

共立出版 413.6||Hi 217001760

191
数理モデル解析の初歩 (数理生物学講義:基礎
編)

瀬野裕美著 共立出版 461.9||Se 217001761

192
なぜ・どうして種の数は増えるのか : ガラパゴス
のダーウィンフィンチ

Peter R. Grant, B.
Rosemary Grant
[著]/山口諒訳

共立出版 488.99||Gr 217001762

193 量子群点描 山下真著 共立出版 411.6||Ya 217001763

194 ハインリッヒ・ヘルツ
ミヒャエル・エッ
ケルト著/重光
司訳

東京電機大学
出版局

420.2||Ec 217001764



195
モーデル-ファルティングスの定理 : ディオファ
ントス幾何からの完全証明 (ライブラリ数理科学
のための数学とその展開:AL1)

森脇淳, 川口周,
生駒英晃共著

サイエンス社 411.8||Mo 217001765

196 図解土壌の基礎知識 新版 藤原俊六郎著
農山漁村文化
協会

613.5||Fu 217001766

197 図解土壌の基礎知識 新版 藤原俊六郎著
農山漁村文化
協会

613.5||Fu 217001767

198 図解土壌の基礎知識 新版 藤原俊六郎著
農山漁村文化
協会

613.5||Fu 217001768

199
家族農業が世界の未来を拓く : 人口・食料・資
源・環境 : 食料保障のための小規模農業への
投資

国連世界食料保障委員会専門
家ハイレベル・パネル著/家族農
業研究会, 農林中金総合研究所
共訳

農山漁村文化
協会

611.7||Ka 217001769

200
家族農業が世界の未来を拓く : 人口・食料・資
源・環境 : 食料保障のための小規模農業への
投資

国連世界食料保障委員会専門
家ハイレベル・パネル著/家族農
業研究会, 農林中金総合研究所
共訳

農山漁村文化
協会

611.7||Ka 217001770

201
家族農業が世界の未来を拓く : 人口・食料・資
源・環境 : 食料保障のための小規模農業への
投資

国連世界食料保障委員会専門
家ハイレベル・パネル著/家族農
業研究会, 農林中金総合研究所
共訳

農山漁村文化
協会

611.7||Ka 217001771

202 私の地方創生論 今村奈良臣著
農山漁村文化
協会

611.77||Im 217001772

203 私の地方創生論 今村奈良臣著
農山漁村文化
協会

611.77||Im 217001773

204 私の地方創生論 今村奈良臣著
農山漁村文化
協会

611.77||Im 217001774

205
農林水産物・飲食品の地理的表示 : 地域の産
物の価値を高める制度利用の手引

高橋梯二著
農山漁村文化
協会

611.4||Ta 217001775

206
農林水産物・飲食品の地理的表示 : 地域の産
物の価値を高める制度利用の手引

高橋梯二著
農山漁村文化
協会

611.4||Ta 217001776

207
農林水産物・飲食品の地理的表示 : 地域の産
物の価値を高める制度利用の手引

高橋梯二著
農山漁村文化
協会

611.4||Ta 217001777

208 がんの生物学 第2版
ワインバーグ
[著]/武藤誠, 青
木正博訳

南江堂 491.65||We 217001784

209 がんの生物学 第2版
ワインバーグ
[著]/武藤誠, 青
木正博訳

南江堂 491.65||We 217001785



210 デヴィータがんの分子生物学 第2版
ビンセント T. デヴィータ Jr., セオ
ドール S. ローレンス, スティーブ
ン A. ローゼンバーグ編

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.65||De 217001786

211 デヴィータがんの分子生物学 第2版
ビンセント T. デヴィータ Jr., セオ
ドール S. ローレンス, スティーブ
ン A. ローゼンバーグ編

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.65||De 217001787

212 ビジュアルバイオテクノロジー
Carolyn A.
Dehlinger [著]

化学同人 579.9||De 217001790

213 ビジュアルバイオテクノロジー
Carolyn A.
Dehlinger [著]

化学同人 579.9||De 217001791

214
バイオ医薬品と再生医療 (臨床薬学テキストシ
リーズ)

赤池昭紀担当編集/長
船健二, 直江知樹, 濱田
哲暢ゲスト編集

中山書店 499.1||Ba 217001792

215
バイオ医薬品と再生医療 (臨床薬学テキストシ
リーズ)

赤池昭紀担当編集/長
船健二, 直江知樹, 濱田
哲暢ゲスト編集

中山書店 499.1||Ba 217001793

216 現代物理化学
寺嶋正秀, 馬場
正昭, 松本吉泰
著

化学同人 431||Te 217001794

217 現代物理化学
寺嶋正秀, 馬場
正昭, 松本吉泰
著

化学同人 431||Te 217001795

218 モダンアプローチの生物科学 美宅成樹著 共立出版 460||Mi 217001796

219 モダンアプローチの生物科学 美宅成樹著 共立出版 460||Mi 217001797

220
ナチスと自然保護 : 景観美・アウトバーン・森林
と狩猟

フランク・ユケッ
ター著/和田佐
規子訳

築地書館 519.834||Ue 217001800

221
戦闘機事典 : 現代戦闘機の基礎知識から重要
用語、トレンドまで戦闘機を詳しく知るための本
(イカロスMOOK)

Jウイング編集
部編

イカロス出版 538.7||Se 217001846

222
寝つきにくさの生理心理学 : 調査および実験研
究の成果報告

成澤元著
ブイツーソ
リューション/星
雲社 (発売)

498.36||Na 217001847

223 ゲノム医学 : ゲノム情報を活かす医療のために
Tom Strachan, Judith
Goodship, Patrick
Chinnery著

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.69||St 217001848

224 初歩の医用工学 (Base of medical science)
西山篤 [ほか]
共著

医療科学社 492.8||Sh 217001849



225 世界がキューバ医療を手本にするわけ 吉田太郎著 築地書館 498.02591||Yo 217001850

226
カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷
版, 改訂第3版

坂井建雄, 河原
克雅総編集

日本医事新報
社

491||Ka 217001851

227
カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷
版, 改訂第3版

坂井建雄, 河原
克雅総編集

日本医事新報
社

491||Ka 217001852

228
よくある質問NMRスペクトルの読み方 (よくある
質問シリーズ)

福士江里著/講
談社サイエン
ティフィク編集

講談社 433.57||Fu 217001853

229
よくある質問NMRスペクトルの読み方 (よくある
質問シリーズ)

福士江里著/講
談社サイエン
ティフィク編集

講談社 433.57||Fu 217001854

230
有機スペクトル解析 : テキストブック : 1D,2D
NMR・IR・UV・MS

楠見武徳著 裳華房 433.9||Ku 217001855

231
有機スペクトル解析 : テキストブック : 1D,2D
NMR・IR・UV・MS

楠見武徳著 裳華房 433.9||Ku 217001856

232 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 217001857

233 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 217001858

234 食品安全検定テキスト : 初級
食品安全検定協
会編集

中央法規出版 498.54||Sh 217001859

235 食品安全検定テキスト : 初級
食品安全検定協
会編集

中央法規出版 498.54||Sh 217001860

236
食品安全検定テキスト : 食の「安全」と「安心」を
めざして 中級

食品安全検定協
会編集

中央法規出版 498.54||Sh 217001861

237
食品安全検定テキスト : 食の「安全」と「安心」を
めざして 中級

食品安全検定協
会編集

中央法規出版 498.54||Sh 217001862

238 一般衛生管理による食品安全マネジメント
角直樹, 中村滋
男著

幸書房 498.54||Su 217001863

239 一般衛生管理による食品安全マネジメント
角直樹, 中村滋
男著

幸書房 498.54||Su 217001864



240
食品衛生学 第3版 (エキスパート管理栄養士養
成シリーズ:12)

白石淳, 小林秀
光編

化学同人 498.54||Sh 217001865

241
食品衛生学 第3版 (エキスパート管理栄養士養
成シリーズ:12)

白石淳, 小林秀
光編

化学同人 498.54||Sh 217001866

242 エリオット生化学・分子生物学 第5版

Despo
Papachristodoulou [ほ
か] 著/村上誠, 原俊太
郎, 中村元直訳

東京化学同人 464||El 217001867

243 エリオット生化学・分子生物学 第5版

Despo
Papachristodoulou [ほ
か] 著/村上誠, 原俊太
郎, 中村元直訳

東京化学同人 464||El 217001868

244
共生微生物 : 生物と密接に関わるミクロな生命
体 (Dojin bioscience series:27)

大野博司編 化学同人 465||Ky 217001869

245
共生微生物 : 生物と密接に関わるミクロな生命
体 (Dojin bioscience series:27)

大野博司編 化学同人 465||Ky 217001870

246 子どもが元気になる在宅ケア 梶原厚子編著 南山堂 493.937||Ko 217001882

247 慢性痛の心理療法ABC
山本達郎, 田代
雅文編集

文光堂 492||Ma 217001883

248
ARPESで探る固体の電子構造 : 高温超伝導体
からトポロジカル絶縁体 (基本法則から読み解
く物理学最前線:16)

高橋隆, 佐藤宇
史著

共立出版 420.8||Ki||16 217001904

249
中間子原子の物理 : 強い力の支配する世界
(基本法則から読み解く物理学最前線:15)

比連崎悟著 共立出版 420.8||Ki||15 217001905

250
格子QCDによるハドロン物理 : クォークからの
理解 (基本法則から読み解く物理学最前線:13)

青木慎也著 共立出版 420.8||Ki||13 217001906

251
光誘起構造相転移 : 光が拓く新たな物質科学
(基本法則から読み解く物理学最前線:11)

腰原伸也,
Tadeusz M. Luty
著

共立出版 420.8||Ki||11 217001907

252
ミュオンスピン回転法 : 謎の粒子ミュオンが拓く
物質科学 (基本法則から読み解く物理学最前
線:10)

門野良典著 共立出版 420.8||Ki||10 217001908

253
スピントロニクス入門 : 物理現象からデバイス
まで (材料学シリーズ)

猪俣浩一郎著 内田老鶴圃 549||In 217001909

254
高校で物理を履修しなかった人のための熱力
学 (フロー式物理演習シリーズ:7)

上羽牧夫著 共立出版 426.5||Uw 217001910



255
熱・統計力学講義ノート (ライブラリ理学・工学
系物理学講義ノート:4)

森成隆夫著 サイエンス社 426.5||Mo 217001911

256
グラフィック演習量子力学の基礎 (ライブラリ物
理学グラフィック講義:別巻4)

和田純夫著 サイエンス社 421.3||Wa 217001912

257 初歩から学ぶ固体物理学 矢口裕之著 講談社 428.4||Ya 217001913

258 自然地理学事典
小池一之 [ほか]
編集

朝倉書店 450||Sh 217001914

259 海洋底科学の基礎
日本地質学会「海
洋底科学の基礎」
編集委員会編

共立出版 452.15||Ka 217001915

260 47都道府県・公園/庭園百科
西田正憲編著/飛
田範夫, 黒田乃生,
井原縁著

丸善出版 629.3||Yo 217001916

261 クリスチャン分析化学 1. 基礎編
Gary D. Christian, Purnendu K.
Dasgupta, Kevin A. Schug [著]/
壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||1 217001917

262 クリスチャン分析化学 2. 機器分析編
Gary D. Christian, Purnendu K.
Dasgupta, Kevin A. Schug [著]/
壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||2 217001918

263 まちづくり教書
佐藤滋, 饗庭伸,
内田奈芳美編著

鹿島出版会 518.8||Ma 217001926

264
さまよえる「共存」とマサイ : ケニアの野生動物
保全の現場から

目黒紀夫著 新泉社 482.454||Me 217001927

265
観光で繋ぐ!みんなが主役!「観光地域づくり」の
教科書 : 日本版DMOによる成功するマネジメン
ト (地域人別冊)

大正大学地域構
想研究所企画・
編集

大正大学出版
会

689.4||Ka 217001929

266 ドローン(無人航空機)・ビジネスと法規制

森・濱田松本法律事務
所ロボット法研究会編/
戸嶋浩二 [ほか] 編集
代表

清文社 538.6||Do 217001931

267 鋼道路橋の細部構造に関する資料集
日本道路協会編
集

日本道路協会/
丸善 (発売)

515.45||Ko 217001935

268 工業力学 (Professional engineer library)
本江哲行, 久池
井茂編著

実教出版 501.3||Ko 217001936

269 機械力学 (Professional engineer library) 本江哲行編著 実教出版 531.3||Ki 217001937



270
Myフライス盤をつくる : 金属を工具で削り出す :
切削加工機の自作ガイド

橋本大昭著 大河出版 532.4||Ha 217001938

271 精密モノづくりのすすめ 上野滋著 大河出版 535||Ue 217001939

272
図解CAD/CAM入門 : CAD/CAE/CAM/CATに
よるモノづくりを解説

武藤一夫著 大河出版 501.8||Mu 217001940

273
現場の計測技術&データ処理 : 旋削, フライス, エンドミル加
工, 円筒・平面研削, NC加工機, びびり, 統計処理 : 機械加工
とワーク事例を取りあげ, 計測データの評価・整理法を解説

上野滋著 大河出版 532||Ue 217001941

274
日本の沖積層 : 未来と過去を結ぶ最新の地層
改訂版

遠藤邦彦著
冨山房インター
ナショナル

456.83||En 217001942

275
Sorting and Searching 日本語版 (The art of
computer programming:3)

Donald E. Knuth
著/石井裕一郎
[ほか] 訳

ドワンゴ
/KADOKAWA
(発売)

007.64||Kn 217001943

276
Combinatorial algorithms 日本語版 Pt. 1 (The
art of computer programming:4A)

Donald E. Knuth
著/筧一彦, 小出
洋訳

ドワンゴ
/KADOKAWA
(発売)

007.64||Kn 217001944

277 国立公園論 : 国立公園の80年を問う
国立公園研究
会, 自然公園財
団編

南方新社 629.41||Ko 217001945

278 国立公園論 : 国立公園の80年を問う
国立公園研究
会, 自然公園財
団編

南方新社 629.41||Ko 217001946

279 国立公園論 : 国立公園の80年を問う
国立公園研究
会, 自然公園財
団編

南方新社 629.41||Ko 217001947

280 マススペクトロメトリー
Jürgen H. グロス著
/日本質量分析学
会出版委員会訳

丸善 433.2||Gr 217001948

281 マススペクトロメトリー
Jürgen H. グロス著
/日本質量分析学
会出版委員会訳

丸善 433.2||Gr 217001949

282
臨床医学 : 疾病の成り立ち 改訂第2版 (栄養科
学イラストレイテッド)

田中明, 宮坂京
子, 藤岡由夫編

羊土社 492||Ri 217001950

283
臨床医学 : 疾病の成り立ち 改訂第2版 (栄養科
学イラストレイテッド)

田中明, 宮坂京
子, 藤岡由夫編

羊土社 492||Ri 217001951

284
アルコール依存のための治療ガイド : 生き方を
変える「コミュニティ強化アプローチ」(CRA)

ロバート・J・メイヤー
ズ, ジェーン・エレン・
スミス著/渋谷繭子訳

金剛出版 493.156||Me 217001952



285 クリと日本文明 元木靖著 海青社 625.71||Mo 217001953

286 臨床栄養学 I 総論 (Visual栄養学テキスト) 本田佳子編集 中山書店 498.58||Ri||1 217001963

287
ベイズ統計モデリング : R, JAGS, Stanによる
チュートリアル

John K.Kruschke著
/前田和寛 [ほか]
訳

共立出版 417||Kr 217001964

288 これからの地域再生 (犀の教室)
飯田泰之編/浅
川芳裕 [ほか]
著

晶文社 601.1||Ko 217001966

289
異種材料接着接合技術 2014年版 (TRC R&D
library)

東レリサーチセ
ンター調査研究
部制作

東レリサーチセ
ンター

579.1||Is 217001968

290
自己修復性材料 : 工業材料の高機能化 (TRC
R&D library)

東レリサーチセ
ンター制作

東レリサーチセ
ンター

501.4||Ji 217001969

291
科学の健全な発展のために : 誠実な科学者の
心得

日本学術振興会
「科学の健全な発
展のために」編集
委員会編

丸善出版 407||Ka 217001970

292
エネルギー変換型光触媒 (化学の要点シリー
ズ:21)

久富隆史, 久保田
純, 堂免一成著/日
本化学会編

共立出版 431.35||Hi 217001971

293
IoTデバイス設計・実装 : AVRマイコンとPython
ではじめよう : AVRマイコンとオープンソースラ
イブラリを活用してInternet of Thingsを実装する

武藤佳恭著 オーム社 548.2||Ta 217001972

294
世界一わかりやすいIT(情報サービス) : 業界の
しくみとながれ 第5版

イノウ編著 ソシム 007.35||Se 217001973

295
エネルギー変換型光触媒 (化学の要点シリー
ズ:21)

久富隆史, 久保田
純, 堂免一成著/日
本化学会編

共立出版 431.35||Hi 217001974

296
農地を守るとはどういうことか : 家族農業と農地
制度その過去・現在・未来

楜澤能生著
農山漁村文化
協会

611.221||Ku 217001975

297
農地を守るとはどういうことか : 家族農業と農地
制度その過去・現在・未来

楜澤能生著
農山漁村文化
協会

611.221||Ku 217001976

298
農地を守るとはどういうことか : 家族農業と農地
制度その過去・現在・未来

楜澤能生著
農山漁村文化
協会

611.221||Ku 217001977

299
温泉からの思考 : 温泉文化と地域の再生のた
めに

合田純人, 森繁
哉著

新泉社 453.9||Go 217001987



300 日本古典博物事典 動物篇 小林祥次郎著 勉誠出版 462.1||Ko 217001999

301 オープンIoT : 考え方と実践 坂村健編著
パーソナルメ
ディア

007.3||Op 217002002

302
シリコンバレー発アルゴリズム革命の衝撃 : Fintech,
IoT, Cloud Computing, AI…アメリカで起きていること、
これから日本で起きること

櫛田健児著 朝日新聞出版 007.3||Ku 217002007

303
よくわかる最新金型の基本と仕組み : 三大金型を中心
に学ぶ、金型のイロハ : 日本製造業を支える金型の基
礎知識 (How-nual図解入門)

森重功一著 秀和システム 566.13||Mo 217002012

304
現場で役立つ射出成形の基本と仕組み (How-
nual図解入門. Shuwasystem visual text book)

杉山昭, 宮田陽
一著

秀和システム 578.46||Su 217002013

305 演習・材料力学入門 (テクニカブックス:40) 中山秀太郎著 大河出版 501.32||Na 217002014

306 演習・材料強度学入門 (テクニカブックス:36) 砂田久吉著 大河出版 501.32||Su 217002015

307 熱処理108つのポイント (テクニカブックス:34) 大和久重雄著 大河出版 566.3||Ow 217002016

308 高精密測定 (工作機械:86) 大河出版 532||Ko 217002017

309 先端研削技術 (工作機械:[85])
工作機械技術研
究会編/安井武
司監修

大河出版 532||Se 217002018

310 マシニングセンタ (工作機械シリーズ) 大河出版 532||Ma 217002019

311 次世代FMS (工作機械:87) 大河出版 532||Ji 217002020

312 レーザ加工 (工作機械シリーズ)
工作機械技術研
究会編

大河出版 549.95||Re 217002021

313 精密軸受を精密に使う (テクノ・パックス) 木村歓兵衛著 大河出版 531.5||Ki 217002022

314 エアクラフト・プロダクション・テクノロジー
D.F.ホーン著/半
田邦夫, 佐々木
健次訳

大河出版 538.2||Ho 217002023



315 航空機&ロケットの生産技術
ASTME(SME)編著
/半田邦夫, 佐々木
健次共訳

大河出版 538.28||Ko 217002024

316
スーパーコーティング : 硬質膜の機能と利用技
術

精密工学会・硬質
膜の形成と応用に
関する調査・研究
分科会編

大河出版 501.4||Su 217002025

317
技術系英語プレゼンテーション教本 : スピーチ・
スライド・発表スキル

川合ゆみ子著

日本工業英語
協会/日本能率
協会マネジメン
トセンター (発
売)

507.7||Ka 217002026

318
高低差に隠された古都の秘密 (京都の凸凹
(Dekoboko)を歩く:[1])

梅林秀行著 青幻舎 454.9162||Um||1 217002030

319
名所と聖地に秘められた高低差の謎 (京都の
凸凹(Dekoboko)を歩く:2)

梅林秀行著 青幻舎 454.9162||Um||2 217002031

320
Free space optical communication : system
design, modeling, characterization and dealing
with turbulence

A. Arockia Bazil
Raj

Walter de
Gruyter

535||Ra 217002035

321
Algebra in action : a course in groups, rings,
and fields (The Sally series. Pure and applied
undergraduate texts:27)

Shahriar
Shahriari

American
Mathematical
Society

411||Sh 217002036

322
薬剤と健康保険の人類学 : ガーナ南部におけ
る生物医療をめぐって

浜田明範著 風響社 498.02444||Ha 217002056

323 デザインが楽しい!地図の本
サンドゥー・パブ
リッシング編/中
村亜希子訳

グラフィック社 448.9||De 217002057

324
Excelで学ぶ進化計算 : ExcelによるGAシミュ
レーション

伊庭斉志著 オーム社 007.13||Ib 217002058

325
雪と氷の世界を旅して : 氷河の微生物から環境
変動を探る (フィールドの生物学:19)

植竹淳著
東海大学出版
部

465||Ue 217002060

326 樹木医学の基礎講座 樹木医学会編 海青社 654.7||Ju 217002061

327 樹木医学の基礎講座 樹木医学会編 海青社 654.7||Ju 217002062

328 樹木医学の基礎講座 樹木医学会編 海青社 654.7||Ju 217002063

329 新明日の農協 : 歴史と現場から 太田原高昭著
農山漁村文化
協会

611.61||Ot 217002064



330 新明日の農協 : 歴史と現場から 太田原高昭著
農山漁村文化
協会

611.61||Ot 217002065

331
シグナル伝達 : 生命システムの情報ネットワー
ク 第2版

バスティアン D.ゴンパーツ, イス
ブラント M.クラーマー, ピーター
E.R.テイサム著/上代淑人, 佐藤
孝哉監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.31||Go 217002066

332
シグナル伝達 : 生命システムの情報ネットワー
ク 第2版

バスティアン D.ゴンパーツ, イス
ブラント M.クラーマー, ピーター
E.R.テイサム著/上代淑人, 佐藤
孝哉監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.31||Go 217002067

333
食品微生物学 (新スタンダード栄養・食物シリー
ズ:16)

村田容常, 渋井
達郎編

東京化学同人 588.51||Sh 217002068

334
食品微生物学 (新スタンダード栄養・食物シリー
ズ:16)

村田容常, 渋井
達郎編

東京化学同人 588.51||Sh 217002069

335
わかりやすい薬理学 : 薬の効くプロセス 第10
版

伊藤芳久, 石毛
久美子著

創風社 491.5||It 217002081

336 臨床栄養学 II 各論 (Visual栄養学テキスト) 本田佳子編集 中山書店 498.58||Ri||2 217002082

337 隔離の記憶 : ハンセン病といのちと希望と 高木智子著 彩流社 498.6||Ta 217002083

338
統計的手法によるコンクリート強度の評価 : 抜
取検査の考え方による強度の保証

三宅淳一著
インターメディア
リー

511.7||Mi 217002089

339
クルマはかくして作られる : いかにして自動車
の部品は設計され生産されているのか [1] (別
冊CG)

福野礼一郎著 二玄社 537.1||Fu||1 217002092

340 超クルマはかくして作られる (別冊CG) 福野礼一郎著 二玄社 537.1||Fu||2 217002093

341
Siデバイス・プロセス技術の開発史 : 極限追及
と実用化

通研半導体技術史
(Siデバイス・プロセス
編) 編集委員会編著

日本電信電話先端
集積デバイス研究所
/サイバー出版セン
ター

549.8||Si 217002094

342
サーバー/ストレージ/ネットワークで仮想化基
盤を構築する (日経BPムック. すべてわかる仮
想化大全:2016)

日経コンピュー
タ編集

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.6||Sa 217002095

343
有機化合物命名のてびき : IUPAC有機化学命
名法A,B,Cの部

小川雅彌, 村井
真二監修

化学同人 437||It 217002096

344
有機化合物命名のてびき : IUPAC有機化学命
名法A,B,Cの部

小川雅彌, 村井
真二監修

化学同人 437||It 217002097



345 質量分析学 基礎編 豊田岐聡編著 国際文献社 433.2||Sh 217002098

346 質量分析学 基礎編 豊田岐聡編著 国際文献社 433.2||Sh 217002099

347

Measurements and time reversal in objective quantum theory
1st ed (International series in natural philosophy:v. 75)
(Pergamon international library of science, technology,
engineering and social studies)

by F.J.
Belinfante

Pergamon
Press

421.3||Be 217002106

348
日本版インダストリー4.0の教科書 : IoT時代の
モノづくり戦略

山田太郎著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

509.04||Ya 217002113

349
この一冊で合格!コンクリート技士徹底図解テキ
スト [2017年版]

コンクリート関連
検定試験研究会
著

ナツメ社 511.7||Ko 217002114

350
インダストリー4.0を超えるシミュレーション統合生産の
衝撃 : IoT時代に先見力を与える知識統合型ものづくり
: simulation integrated manufacturing

中村昌弘著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

509.6||Na 217002115

351
骨のバイオメカニクス解析 : 整形外科医のため
の : CT画像からモデルを作って有限要素法で
解析しよう!

稲葉裕, 東藤貢
編集

メジカルビュー
社

491.366||Ho 217002116

352
サルコペニアとフレイル : 医療職間連携による
多角的アプローチ

荒井秀典編
医薬ジャーナル
社

493.185||Sa 217002117

353
メカノバイオロジーからメカノメディシンへ (別
冊・医学のあゆみ)

曽我部正博編集 医歯薬出版 492.8||Me 217002118

354
バイオマスリファイナリー触媒技術の新展開 普
及版 (CMCテクニカルライブラリー:612. ファイン
ケミカルシリーズ)

市川勝監修
シーエムシー出
版

579.9||Ba 217002119

355
工業触媒の最新動向 : シェールガス・バイオマ
ス・環境エネルギー (CMC books)

室井高城著
シーエムシー出
版

572.8||Mu 217002120

356
ディーゼルエンジン排気浄化における触媒材料
およびシステムの開発・要素技術

サイエンス&テク
ノロジー

537.23||Di 217002121

357
生体情報センシングとヘルスケアへの最新応
用

技術情報協会企
画編集

技術情報協会 492.11||Se 217002122

358 吸着・分離材料の設計, 性能評価と新しい応用
田崎裕人企画編
集

技術情報協会 571.5||Ky 217002123

359
カルコゲナイド系層状物質の最新研究 (新材
料・新素材シリーズ)

上野啓司, 安藤
淳, 島田敏宏監
修

シーエムシー出
版

549.8||Ka 217002124



360
はじめての設計をやり抜くための本 (エンジニア
道場 : Engineer's gym : 開発の現場)

吉原庄三郎著 翔泳社 007.61||Yo 217002125

361
岩石薄片図鑑 : 精細写真で読み解く鉱物組成
と生い立ち

青木正博著 誠文堂新光社 458||Ao 217002126

362 海洋地球環境学 : 生物地球化学循環から読む 川幡穂高著
東京大学出版
会

452.13||Ka 217002127

363
年代で見る日本の地質と地形 : 日本列島5億年
の生い立ちや特徴がわかる

高木秀雄著 誠文堂新光社 454.91||Ta 217002128

364 OpenCVによる画像処理入門 改訂第2版
小枝正直, 上田
悦子, 中村恭之
著

講談社 007.642||Ko 217002129

365
ArduinoとProcessingではじめるプロトタイピング
入門

青木直史著 講談社 549||Ao 217002130

366
オールジャパンの5Gトライアル開始 (日経BP
ムック. すべてわかる5G大全:2017)

日経コミュニケー
ション, テレコムイン
サイド編集

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

547.5||Or 217002132

367
最新事例、活用手法、基盤技術からセキュリ
ティまで (日経BPムック. すべてわかるIoT大
全:2017)

日経コンピュー
タ [ほか] 編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.3||Sa 217002133

368
次世代インフラの基幹技術 : ハイブリッドクラウ
ドから5Gまで (日経BPムック. すべてわかる
SDN/NFV大全:2015-2016)

日経コミュニ
ケーション [ほ
か] 編集

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

547.48||Ji 217002134

369
新サービスを生み出すIT基盤 (日経BPムック.
すべてわかるクラウド大全:2016)

日経コンピュー
タ編集

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

547.4833||Sh 217002135

370
はじめよう!Pythonプログラミング (日経BPパソコ
ンベストムック)

清水美樹 [ほか]
著/日経ソフトウ
エア編集

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.64||Ha 217002136

371
深層学習による自然言語処理 (MLP機械学習
プロフェッショナルシリーズ)

坪井祐太, 海野
裕也, 鈴木潤著

講談社 007.636||Ts 217002137

372
画像認識 (MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ)

原田達也著 講談社 007.1||Ha 217002138

373 光学樹脂の屈折率, 複屈折制御技術
技術情報協会企
画編集

技術情報協会 578||Ko 217002139

374
Brown粒子の運動理論 : 材料科学における拡
散理論の新知見

沖野隆久著
エヌ・ティー・エ
ス

421.1||Ok 217002140



375 基礎からしっかり学ぶC++の教科書 矢吹太朗著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.64||Ya 217002142

376 光散乱法の基礎と応用
柴山充弘 [ほか]
編著

講談社 433.5||Hi 217002144

377 光散乱法の基礎と応用
柴山充弘 [ほか]
編著

講談社 433.5||Hi 217002145

378
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 217002146

379
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 217002147

380
よくある質問NMRの基本 (よくある質問シリー
ズ)

竹内敬人, 加藤敏
代著/講談社サイ
エンティフィク編集

講談社 433.57||Ta 217002148

381
よくある質問NMRの基本 (よくある質問シリー
ズ)

竹内敬人, 加藤敏
代著/講談社サイ
エンティフィク編集

講談社 433.57||Ta 217002149

382 中国医学 : 医・薬学で漢方を学ぶ人のために
木村孟淳, 御影
雅幸, 劉園英共
著

南江堂 490.9||Ki 217002150

383 中国医学 : 医・薬学で漢方を学ぶ人のために
木村孟淳, 御影
雅幸, 劉園英共
著

南江堂 490.9||Ki 217002151

384 中国医学 : 医・薬学で漢方を学ぶ人のために
木村孟淳, 御影
雅幸, 劉園英共
著

南江堂 490.9||Ki 217002152

385
臨床栄養学 改訂第2版 基礎編 (栄養科学イラ
ストレイテッド)

本田佳子, 土江
節子, 曽根博仁
編

羊土社 498.58||Ri 217002153

386
臨床栄養学 改訂第2版 基礎編 (栄養科学イラ
ストレイテッド)

本田佳子, 土江
節子, 曽根博仁
編

羊土社 498.58||Ri 217002154

387
臨床栄養学 改訂第2版 疾患別編 (栄養科学イ
ラストレイテッド)

本田佳子, 土江
節子, 曽根博仁
編

羊土社 498.58||Ri 217002155

388
臨床栄養学 改訂第2版 疾患別編 (栄養科学イ
ラストレイテッド)

本田佳子, 土江
節子, 曽根博仁
編

羊土社 498.58||Ri 217002156

389
食品の成分と機能を学ぶ (栄養科学イラストレ
イテッド. 食品学 : 食べ物と健康:1)

水品善之, 菊崎
泰枝, 小西洋太
郎編

羊土社 498.51||Sh||1 217002157



390
食品の成分と機能を学ぶ (栄養科学イラストレ
イテッド. 食品学 : 食べ物と健康:1)

水品善之, 菊崎
泰枝, 小西洋太
郎編

羊土社 498.51||Sh||1 217002158

391
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||2 217002159

392
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||2 217002160

393
図解やさしくわかる強迫性障害 : 上手に理解し
治療する

原井宏明, 岡嶋
美代著

ナツメ社 493.74||Ha 217002163

394
保険薬事典plus+ : 適応・用法付薬効別薬価基
準 平成29年4月版

薬業研究会編 じほう 499.1||Ho 217002164

395
Study guide and student solutions manual :
organic chemistry 第9版

Susan McMurry
[著]

Cengage
Learning/東京化
学同人 (発売)

437.07||Mc 217002165

396
Study guide and student solutions manual :
organic chemistry 第9版

Susan McMurry
[著]

Cengage
Learning/東京化
学同人 (発売)

437.07||Mc 217002166

397
Study guide and student solutions manual :
organic chemistry 第9版

Susan McMurry
[著]

Cengage
Learning/東京化
学同人 (発売)

437.07||Mc 217002167

398
光学活性医薬品開発とキラルプロセス化学技
術 : 法規制・特許・品質管理・工業化の留意点

吉岡龍藏監修
サイエンス&テク
ノロジー

499.1||Ko 217002172

399
Fluid mechanics 2nd ed (Dynamics of polymeric
liquids:v. 1)

R. Byron Bird,
Robert C.
Armstrong, Ole
Hassager

Wiley 501.23||Bi||1 217002173

400
Kinetic theory 2nd ed (Dynamics of polymeric
liquids:v. 2)

R. Byron Bird ...
[et al.]

Wiley 501.23||Bi||2 217002174

401
Computational anatomy based on whole body
imaging : basic principles of computer-assisted
diagnosis and therapy : hbk

edited by Hidefumi
Kobatake, Yoshitaka
Masutani

Springer 492||Co 217002175

402
Game theory : a playful introduction : pbk
(Student mathematical library:vol. 80)

Matt DeVos,
Deborah A. Kent

American
Mathematical
Society

410.8||St||80 217002176

403
From groups to geometry and back : pbk
(Student mathematical library:v. 81)

Vaughn
Climenhaga,
Anatole Katok

American
Mathematical
Society

410.8||St||81 217002177

404
Problems in abstract algebra : pbk (Student
mathematical library:v. 82)

A.R. Wadsworth
American
Mathematical
Society

410.8||St||82 217002178



405
Modern cryptography and elliptic curves : a
beginner's guide : [pbk.] (Student mathematical
library:v. 83)

Thomas R.
Shemanske

American
Mathematical
Society

410.8||St||83 217002179

406
A conversational introduction to algebraic
number theory : arithmetic beyond Z : [pbk.]
(Student mathematical library:v. 84)

Paul Pollack
American
Mathematical
Society

410.8||St||84 217002180

407
The case of academician Nikolai Nikolaevich
Luzin (History of mathematics:v. 43)

Sergei S. Demidov,
Boris V. Lëvshin,
editors/translated by
Roger Cooke

American
Mathematical
Society

410.8||Hi||43 217002181

408 Game theory, alive
Anna R. Karlin,
Yuval Peres

American
Mathematical
Society

417.2||Ka 217002182

409
It's about time : elementary mathematical
aspects of relativity

Roger Cooke
American
Mathematical
Society

421.2||Co 217002183

410
Pushing limits : from West Point to Berkeley, &
beyond

Ted Hill
American Mathematical
Society/Mathematical
Association of America

410.2||Hi 217002184

411 An illustrated theory of numbers
Martin H.
Weissman

American
Mathematical
Society

412||We 217002185

412

q-series : their development and application in
analysis, number theory, combinatorics, physics, and
computer algebra (Regional conference series in
mathematics:no. 66)

George E.
Andrews

Published for the Conference
Board of the Mathematical
Sciences by the American
Mathematical Society

410.8||Re||66 217002186

413
The web of modularity : arithmetic of the coefficients
of modular forms and q-series (Regional conference
series in mathematics:no. 102)

Ken Ono

Published for the Conference
Board of the Mathematical
Sciences by the American
Mathematical Society with
support from the National
Science Foundation

410.8||Re||102 217002187

414
Basic mechanisms (Oxford psychology
series:no. 29. Perceiving in depth:v. 1)

Ian P. Howard
Oxford
University
Press

491.374||Ho 217002188

415
How to write and publish a scientific paper 8th
ed : pbk

Barbara Gastel
and Robert A.
Day

Greenwood 407||Ga 217002189

416
The new science of strong materials, or, Why
you don't fall through the floor pbk. (Penguin
books. Penguin science)

J.E. Gordon Penguin 501.32||Go 217002190

417
Green plastics : an introduction to the new
science of biodegradable plastics

E.S. Stevens
Princeton
University
Press

578.4||St 217002191

418 Convex optimization 7th print. with corrections
Stephen Boyd,
Lieven
Vandenberghe

Cambridge
University
Press

417||Bo 217002192

419
Rays, waves, and scattering : topics in classical
mathematical physics (Princeton series in
applied mathematics)

John A. Adam
Princeton
University
Press

421.5||Ad 217002193



420
Analytic combinatorics in several variables :
hardback (Cambridge studies in advanced
mathematics:140)

Robin Pemantle,
Mark C. Wilson

Cambridge
University
Press

410.8||Ca||140 217002194

421
Probability : the classical limit theorems :
hardback

Henry McKean
Cambridge
University
Press

417||Mc 217002195

422 水理学 (Professional engineer library)
神田佳一編著/
神田佳一ほか執
筆

実教出版 517.1||Su 217002196

423 水理学 (Professional engineer library)
神田佳一編著/
神田佳一ほか執
筆

実教出版 517.1||Su 217002197

424 図説わかる水理学 改訂版
井上和也編/東
良慶[ほか]著

学芸出版社 517.1||Zu 217002198

425 図説わかる水理学 改訂版
井上和也編/東
良慶[ほか]著

学芸出版社 517.1||Zu 217002199

426 図説わかる水理学 改訂版
井上和也編/東
良慶[ほか]著

学芸出版社 517.1||Zu 217002200

427 水理学演習
有田正光, 中井
正則共著

東京電機大学
出版局

517.1||Ar 217002201


