
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
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 218001310

2 ゲーム情報学概論 : ゲームを切り拓く人工知能
伊藤毅志編著/
保木邦仁, 三宅
陽一郎共著

コロナ社 007.1||It 218001790

3
AIセカンドステージ始動 (日経BPムック. まるわ
かり!人工知能最前線:2018)

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.13||Ai 218001360

4 仕事ではじめる機械学習
有賀康顕, 中山
心太, 西林孝著

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Ar 218001462

5
実践Deep Learning : PythonとTensorFlowで学
ぶ次世代の機械学習アルゴリズム

Nikhil Buduma著/
太田満久, 藤原秀
平監訳/牧野聡訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Bu 218001464

6 PythonとKerasによるディープラーニング
François Chollet
著/クイープ訳

マイナビ出版 007.13||Ch 218001455

7 フリーライブラリで学ぶ機械学習入門
堅田洋資 [ほか]
著

秀和システム 007.13||Fu 218001667

8
人工知能がもたらす技術の革新と社会の変貌
(AI白書:2017)

情報処理推進機
構AI白書編集委
員会編

角川アスキー総
合研究所
/KADOKAWA
(発売)

007.13||Ji 218001309

9
PyTorchで始める深層学習 : 数式なしで基礎か
ら実装まで

小泉訓著 リックテレコム 007.13||Ko 218001362

10
人工知能の作り方 : 「おもしろい」ゲームAIはい
かにして動くのか

三宅陽一郎著 技術評論社 007.13||Mi 218001845

11
Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装
(ゼロから作るdeep learning:[1])

斎藤康毅著
オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Sa 218001461

12 自然言語処理編 (ゼロから作るdeep learning:2) 斎藤康毅著
オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Sa||2 218001465

13
TensorFlowで学ぶ機械学習・ニューラルネット
ワーク

Nishant Shukla
著/岡田佑一訳

マイナビ出版 007.13||Sh 218001456

14
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 218001454

学生用理工系図書新着リスト(９月)



15 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 218001998

16
Deep learning for medical image analysis : pbk
(The elsevier and miccai society book series)

edited by S. Kevin
Zhou, Hayit
Greenspan, Dinggang
Shen

Academic
Press, an
imprint of
Elsevier

007.13||Zh 218001938

17
ブロックチェーンアプリケーション開発の教科書
: 作って学ぶ、暗号通貨とスマートコントラクトの
理論と実践

加嵜長門, 篠原
航著

マイナビ出版 007.6||Ka 218001685

18
再現可能性のすゝめ : RStudioによるデータ解
析とレポート作成 (Wonderful R:3)

高橋康介著 共立出版 007.6||Ta 218001780

19
堅牢なスマートコントラクト開発のためのブロッ
クチェーン「技術」入門

田篭照博著 技術評論社 007.6||Ta 218001852

20 PythonユーザのためのJupyter「実践」入門
池内孝啓 [ほか]
著

技術評論社 007.609||Py 218001850

21
Pythonデータサイエンスハンドブック : Jupyter、
NumPy、pandas、Matplotlib、scikit‐learnを使っ
たデータ分析、機械学習

Jake VanderPlas
著/菊池彰訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.609||Va 218001466

22
エンジニアのためのGitの教科書 : 実践で使え
る!バージョン管理とチーム開発手法 (Web
engineer's books)

リクルートテクノ
ロジーズ [ほか]
共著

翔泳社 007.63||En 218001669

23 Linuxステップアップラーニング 沓名亮典著 技術評論社 007.634||Ku 218001848

24
ちょっとだけLinuxにさわってみたい人のための
Bash on Ubuntu on Windows入門

中島能和著 秀和システム 007.634||Na 218001666

25
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 218001311

26
ふつうのLinuxプログラミング : Linuxの仕組みか
ら学べるgccプログラミングの王道 第2版

青木峰郎著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ao 218001350

27
C言語による標準アルゴリズム事典 改訂新版
(Software technology:13)

奥村晴彦著 技術評論社 007.64||Ok 218001854

28
ブロックチェーン・プログラミング : 仮想通貨入
門

山崎重一郎, 安
土茂亨, 田中俊
太郎著

講談社 007.64||Ya 218001316

29 Blender 3DCG モデリング・マスター Benjamin著 ソーテック社 007.642||Be 218001354



30
無料ではじめるBlender CGイラストテクニック :
3DCGの考え方としくみがしっかりわかる

大澤龍一著 技術評論社 007.642||Os 218001844

31
Rによる画像処理と画像認識 : 動かしながらしく
みを理解する

梅村祥之著 森北出版 007.642||Um 218001425

32
「びっくり!」から「なぜ?」を学ぶ小学生の理科実
験

北原淳著 池田書店 407||Ki 218001411

33 魅了する科学実験 2
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||2 218001352

34
楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 (小学館の子ども
図鑑プレneo)

白数哲久監修 小学館 407||Ta 218001366

35 数学がいまの数学になるまで
Z. アーテシュテ
イン著/植野義
明ほか訳

丸善出版 410.2||Ar 218001817

36 数学の歴史 (講談社学術文庫:[844]) 森毅〔著〕 講談社 410.2||Mo 218001505

37
数学の萌芽から17世紀前期まで (数学の歴
史:1)

メルツバッハ, ボ
イヤー [著]/久
村典子訳

朝倉書店 410.2||Su||1 218001750

38 17世紀後期から現代へ (数学の歴史:2)
メルツバッハ, ボ
イヤー [著]/久
村典子訳

朝倉書店 410.2||Su||2 218001751

39 数学史のすすめ : 原典味読の愉しみ 高瀬正仁著 日本評論社 410.2||Ta 218001515

40
古代エジプトの数学問題集を解いてみる (NHK
スペシャル. 知られざる大英博物館)

三浦伸夫著 NHK出版 410.242||Mi 218001331

41 100人の数学者 : 古代ギリシャから現代まで
数学セミナー編
集部編

日本評論社 410.28||Hy 218001396

42
森毅の主題による変奏曲 : 数学の読み方・聴き
方 上

梅田亨著 日本評論社 410.4||Um||1 218001398

43
森毅の主題による変奏曲 : 数学の読み方・聴き
方 下

梅田亨著 日本評論社 410.4||Um||2 218001399

44 数学の創造 : 著作集自註 新版
アンドレ・ヴェイ
ユ著/杉浦光夫
訳

日本評論社 410.4||We 218001400



45 演習大学院入試問題 第3版 数学2
姫野俊一, 陳啓
浩共著

サイエンス社 410.7||Hi||2 218001860

46 定理のつくりかた 竹山美宏著 森北出版 410.7||Ta 218001423

47 数学ゲーム必勝法 1

Elwyn R.
Berlekamp, John
H. Conway,
Richard K. Guy
著

共立出版 410.79||Su||1 218001776

48 数学ゲーム必勝法 2

Elwyn R.
Berlekamp, John
H. Conway,
Richard K. Guy
著

共立出版 410.79||Su||2 218001777

49 圏と加群 (現代基礎数学:16) 清水勇二著 朝倉書店 410.8||Ge||16 218001753

50
A basic course in partial differential equations
(Graduate studies in mathematics:v. 120)

Qing Han
American
Mathematical
Society

410.8||Gr||120 218001472

51
Nonlinear elliptic equations of the second order
(Graduate studies in mathematics:v. 171)

Qing Han
American
Mathematical
Society

410.8||Gr||171 218001476

52
Cartan for beginners : differential geometry via moving
frames and exterior differential systems 2nd ed
(Graduate studies in mathematics:v. 175)

Thomas A. Ivey,
Joseph M.
Landsberg

American
Mathematical
Society

410.8||Gr||175 218001474

53
Differential Galois theory through Riemann-Hilbert
correspondence : an elementary introduction
(Graduate studies in mathematics:v. 177)

Jacques Sauloy
American
Mathematical
Society

410.8||Gr||177 218001479

54
From Frenet to Cartan : the method of moving
frames (Graduate studies in mathematics:v.
178)

Jeanne N.
Clelland

American
Mathematical
Society

410.8||Gr||178 218001478

55
Differential geometry : connections, curvature,
and characteristic classes (Graduate texts in
mathematics:275)

Loring W. Tu Springer 410.8||Gr||275 218001724

56
基礎演習線形代数 (ライブラリ数理・情報系の
数学講義:別巻1)

金子晃著 サイエンス社 410.8||Ra||別1 218001862

57
基礎演習微分方程式 (ライブラリ数理・情報系
の数学講義:別巻3)

金子晃著 サイエンス社 410.8||Ra||別3 218001857

58
Eigenfunctions of the Laplacian on a
Riemannian manifold (Regional conference
series in mathematics:no. 125)

Steve Zelditch

Published for
the Conference
Board of the
Mathematical
Sciences by the

410.8||Re||125 218001475

59
Introduction to the theory of valuations
(Regional conference series in mathematics:no.
126)

Semyon Alesker

Published for
the Conference
Board of the
Mathematical
Sciences by the

410.8||Re||126 218001486



60
Mathematical biology : modeling and analysis
(Regional conference series in mathematics:no.
127)

Avner Friedman

Published for
the Conference
Board of the
Mathematical
Sciences by the

410.8||Re||127 218001487

61 リーマンと数論 (リーマンの生きる数学:1) 黒川信重著 共立出版 410.8||Ri||1 218001778

62
ルベーグ積分の基礎・基本 (理工系数学の基
礎・基本:16)

谷口説男著
牧野書店/星雲
社 (発売)

410.8||Ri||16 218001588

63
リーマンの数学と思想 (リーマンの生きる数
学:4)

加藤文元著 共立出版 410.8||Ri||4 218001779

64
ベクトル解析の基礎・基本 (理工系数学の基
礎・基本:8)

間下克哉著
牧野書店/星雲
社 (発売)

410.8||Ri||8 218001587

65
Volterra adventures : pbk (Student
mathematical library:v. 85)

Joel H. Shapiro
American
Mathematical
Society

410.8||St||85 218001481

66
Extremal problems for finite sets (Student
mathematical library:v. 86)

Peter Frankl,
Norihide
Tokushige

American
Mathematical
Society

410.8||St||86 218001480

67 早わかりルベーグ積分 (数学のかんどころ:29) 澤野嘉宏著 共立出版 410.8||Su||29 218001570

68
ウォーミングアップ微分幾何 (数学のかんどこ
ろ:30)

國分雅敏著 共立出版 410.8||Su||30 218001571

69
情報理論のための数理論理学 (数学のかんど
ころ:31)

板井昌典著 共立出版 410.8||Su||31 218001572

70 可換環論の勘どころ (数学のかんどころ:32) 後藤四郎著 共立出版 410.8||Su||32 218001573

71
複素数と複素数平面 : 幾何への応用 (数学の
かんどころ:33)

桑田孝泰, 前原
濶著

共立出版 410.8||Su||33 218001574

72
グラフ理論とフレームワークの幾何 (数学のか
んどころ:34)

前原濶, 桑田孝
泰著

共立出版 410.8||Su||34 218001575

73
数え上げ組合せ論入門 改訂版 (日評数学選
書)

成嶋弘著 日本評論社 410.9||Na 218001513

74 無限 (岩波科学ライブラリー:273)
イアン・スチュ
アート [著]/川辺
治之訳

岩波書店 410.9||St 218001299



75
大学院入試問題「数学」 : 大学数学の理解を深
めよう : 詳解と演習

海老原円, 太田
雅人共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

410||Eb 218001459

76
ハンズ・オン・スタートMathematica : Wolfram言
語によるプログラミング

C・ヘイスティング, K・
ミッショー, M・モリソン
著/ウルフラム・リ
サーチ訳

丸善出版 410||Ha 218001821

77 百万人の数学 上
ランスロット・ホ
グベン著/久村
典子訳

日本評論社 410||Ho||1 218001393

78 百万人の数学 下
ランスロット・ホ
グベン著/久村
典子訳

日本評論社 410||Ho||2 218001514

79
Mathematics of optimization : how to do things
faster (The Sally series. Pure and applied
undergraduate texts:30)

Steven J. Miller
American
Mathematical
Society

410||Mi 218001948

80
演習で学ぶ科学のための数学 (Chemistry
primer series:3)

D.S.Sivia,
S.G.Rawlings著/
山本雅博, 加納
健司訳

化学同人 410||Si 218001839

81 初等数学論考
John Stillwell著/
三宅克哉訳

共立出版 410||St 218001783

82
図形編 (現代の大学入試数学 : もしこの問題に
出会わなかったとしたら?:1)

現代数学社 410||Ts||1 218001445

83
1から学ぶ大人の数学教室 : 円周率から微積
分まで

ジェイソン・ウィ
ルクス著/冨永
星訳

早川書房 410||Wi 218001333

84 プログラマの数学 第2版 結城浩著
SBクリエイティ
ブ

410||Yu 218001351

85 ヴァン・リント&ウィルソン組合せ論 上

J.H.ヴァン・リント,
R.M.ウィルソン著/
澤正憲, 萩田真理
子訳

丸善出版 411.22||Li||1 218001820

86 線形代数 (基礎演習シリーズ)
茂木勇, 間下克
哉共著

裳華房 411.3||Mo 218001659

87 齋藤正彦数学講義行列の解析学 齋藤正彦著 東京図書 411.35||Sa 218001381

88
Orthogonal polynomials [4th ed.] (Colloquium
publications:v. 23)

by Gabor Szegö
American
Mathematical
Society

411.35||Sz 218001942

89
群のスピン表現入門 : 初歩から対称群のスピン
表現(射影表現)を越えて (数学の杜:5)

平井武著 数学書房 411.6||Hi 218001890



90
入門入門群論 : 代数的構造への第一歩 : 新装
版

石谷茂著 現代数学社 411.6||Is 218001443

91 杉浦光夫ユニタリ表現入門
杉浦光夫著/小
林俊行解説/佐
野茂編

東京図書 411.62||Su 218001382

92 保型形式特論 (共立叢書現代数学の潮流) 伊吹山知義著 共立出版 411.66||Ib 218001782

93
シュヴァレーリー群論 (ちくま学芸文庫:[シ29-
1])

クロード・シュ
ヴァレー著/齋
藤正彦訳

筑摩書房 411.68||Ch 218001592

94 はじめて学ぶリー環 : 線型代数から始めよう 井ノ口順一著 現代数学社 411.68||In 218001343

95 はじめて学ぶリー群 : 線型代数から始めよう 井ノ口順一著 現代数学社 411.68||In 218001953

96 環と加群のホモロジー代数的理論
岩永恭雄, 佐藤
眞久共著

日本評論社 411.72||Iw 218001394

97
Formality theory : from poisson structures to
deformation quantization (Springer briefs in
mathematical physics:v. 2)

Chiara Esposito Springer 411.8||Es 218001721

98 面心の代数幾何学 硲文夫著
東京電機大学
出版局

411.8||Ha 218001597

99 代数曲線の幾何学 改訂新版 難波誠著 現代数学社 411.8||Na 218001345

100
分数と小数から広がる整数の世界 : フェルマー
の小定理からアルチン予想まで (数学への招
待)

中島匠一著 技術評論社 412.1||Na 218001546

101 解析的整数論 1
カール・ジーゲ
ル [著]/片山孝
次訳

岩波書店 412.3||Si||1 218001292

102 解析的整数論 2
カール・ジーゲ
ル [著]/片山孝
次訳

岩波書店 412.3||Si||2 218001293

103 探検!数の密林・数論の迷宮 橋本喜一朗著 日本評論社 412||Ha 218001395

104
An experimental introduction to number theory
(The Sally series. Pure and applied
undergraduate texts:31)

Benjamin Hutz
American
Mathematical
Society

412||Hu 218001946



105 整数論基礎講義 本橋洋一著 朝倉書店 412||Mo 218001752

106 初学者のための数論入門
西来路文朗, 清
水健一著

講談社 412||Sa 218001555

107 発見・予想を積み重ねる--それが整数論 安福悠著 オーム社 412||Ya 218001763

108 ゾンビ対数学 : 数学なしでは生き残れない
コリン・アダムズ
著/小谷太郎訳

技術評論社 413.3||Ad 218001856

109 微分、積分、いい気分。
オスカー・E. フェ
ルナンデス著/
冨永星訳

岩波書店 413.3||Fe 218001502

110
ひとりで学べる微分積分演習 (ひとりで学べる
数学演習ライブラリ:2)

桑田孝泰, 西山
清二共著

サイエンス社 413.3||Ku 218001859

111
Calculus with applications 2nd ed
(Undergraduate texts in mathematics)

Peter D. Lax,
Maria Shea
Terrell

Springer 413.3||La 218001720

112
Multivariable calculus with applications
(Undergraduate texts in mathematics)

Peter D. Lax,
Maria Shea
Terrell

Springer 413.3||La 218001726

113
表示変形論 導入編 (演算子的に見た微分・積
分の代数:1)

大森英樹著 現代数学社 413.3||Om||1 218001346

114 微分積分学 改訂版 関口次郎著
牧野書店/星雲
社 (発売)

413.3||Se 218001589

115
詳解微分積分演習 : 基礎から本質の確かな理
解へ (数学基礎コース:H別巻1)

加藤幹雄 [ほか]
著

サイエンス社 413.3||Sh 218001861

116 微分積分 (基幹講座数学) 砂田利一著 東京図書 413.3||Su 218001509

117
セルバーグ・ゼータ関数 : リーマン予想への架
け橋 (シリーズゼータの現在)

小山信也著 日本評論社 413.5||Ko 218001391

118
オイラーとリーマンのゼータ関数 (シリーズゼー
タの現在)

黒川信重著 日本評論社 413.5||Ku 218001390

119 リーマンの夢 : ゼータ関数の探求 黒川信重著 現代数学社 413.5||Ku 218002017



120
Prime numbers and the Riemann hypothesis :
hbk

Barry Mazur,
William Stein

Cambridge
University
Press

413.5||Ma 218001943

121
数理科学のための複素関数論 (ライブラリ数理
科学のための数学とその展開:F3)

畑政義著 サイエンス社 413.52||Ha 218001864

122 明快複素解析 : ゼロからスタート 小寺平治著 現代数学社 413.52||Ko 218002015

123 球面調和函数と群の表現 野村隆昭著 日本評論社 413.57||No 218001813

124
楕円関数論への道 (大数学者の数学:16. アー
ベル:後編)

高瀬正仁著 現代数学社 413.57||Ta 218002014

125 多変数複素解析 増補版 大沢健夫著 岩波書店 413.58||Os 218001295

126 現代複素解析への道標 : レジェンドたちの射程 大沢健夫著 現代数学社 413.58||Os 218001344

127
リーマンと代数関数論 : 西欧近代の数学の結
節点

高瀬正仁著
東京大学出版
会

413.59||Ta 218001742

128
コーエンの微分方程式 : リー群論の応用 POD
版

コーエン[著]/高
野一夫訳

森北出版 413.6||Co 218001622

129
ストラング:微分方程式と線形代数 (世界標準
MIT教科書)

ギルバート・スト
ラング著/渡辺
辰矢訳

近代科学社 413.6||St 218001842

130 常微分方程式入門 第3版
原惟行, 松永秀
章著

共立出版 413.62||Ha 218001784

131
非線形分散型波動方程式 : 解の漸近挙動 (岩
波数学叢書)

林仲夫著 岩波書店 413.63||Ha 218001290

132 偏微分方程式への誘い 井川満著 現代数学社 413.63||Ik 218002016

133
工科のための偏微分方程式 (工科のための数
理:MKM-7)

岩下弘一著
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

413.63||Iw 218001699

134
Riemann-Hilbert problems, their numerical
solution, and the computation of nonlinear
special functions : [pbk.]

Thomas
Trogdon,
Sheehan Olver

Society for
Industrial and
Applied
Mathematics

413.65||Tr 218001949



135
変分問題 : 直接法と解の正則性 (大学数学ス
ポットライト・シリーズ:8)

立川篤著 近代科学社 413.9||Ta 218001437

136
A problems based course in advanced calculus
(The Sally series. Pure and applied
undergraduate texts:32)

John M. Erdman
American
Mathematical
Society

413||Er 218001482

137
「極限」を使いこなす : 微積分・微分方程式・確
率統計

小谷潔著
東京大学出版
会

413||Ko 218001744

138
Spaces : an introduction to real analysis (The
Sally series. Pure and applied undergraduate
texts:29)

Tom L. Lindstrø
m

American
Mathematical
Society

413||Li 218001947

139 発見と創造の数学史 : 情緒の数学史を求めて 高瀬正仁著 萬書房 413||Ta 218001933

140 数学者的思考トレーニング 複素解析編 上野健爾著 岩波書店 413||Ue 218001294

141 徹底入門解析学 梅田亨著 日本評論社 413||Um 218001516

142
基礎と応用ベクトル解析 新訂版 (ライブラリ理
工新数学:T5)

清水勇二著 サイエンス社 414.7||Sh 218001447

143
特異点をもつ曲線と曲面の微分幾何学 (シュプ
リンガー現代数学シリーズ:19)

梅原雅顕, 佐治
健太郎, 山田光
太郎著

丸善出版 414.7||Um 218001819

144
Geometry of lengths, areas, and volumes pbk
(Two-dimensional spaces:v. 1)

James W.
Cannon

American
Mathematical
Society

414||Ca||1 218001483

145
Topology as fluid geometry (Two-dimensional
spaces:v. 2)

James W.
Cannon

American
Mathematical
Society

414||Ca||2 218001484

146
Non - Euclidean geometry and curvature pbk
(Two-dimensional spaces:v. 3)

James W.
Cannon

American
Mathematical
Society

414||Ca||3 218001485

147 幾何教程 上
A. オスターマン,
G. ヴァンナー著
/蟹江幸博訳

丸善出版 414||Os||1 218001816

148 幾何教程 下
A. オスターマン,
G. ヴァンナー著
/蟹江幸博訳

丸善出版 414||Os||2 218001988

149
計算折り紙入門 : あたらしい計算幾何学の世
界

上原隆平著 近代科学社 414||Ue 218001438



150
測度・確率・ルベーグ積分 : 応用への最短コー
ス

原啓介著 講談社 415.3||Ha 218001318

151 具体例から学ぶ多様体 藤岡敦著 裳華房 415.7||Fu 218001448

152
低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 世紀の
難問が解決されるまで (数学への招待)

市原一裕著 技術評論社 415.7||Ic 218001547

153 結び目理論の圏論 : 「結び目」のほどき方 伊藤昇著 日本評論社 415.7||It 218001397

154 波面の伝播と特異点 泉屋周一著 共立出版 415.7||Iz 218001785

155
数えて描いて塗って学ぶグラフ理論ワークブッ
ク

内田吉昭著 日本評論社 415.7||Uc 218001401

156 やさしい位相幾何学の話 : 新装版 横田一郎著 現代数学社 415.7||Yo 218001444

157
ランダムウォークはじめの一歩 : 自然現象の解
析を見すえて

J. Klafter, I.M.
Sokolov著/秋元
琢磨訳

共立出版 417.1||Kl 218001781

158 必勝法の数学 (岩波科学ライブラリー:263) 徳田雄洋著 岩波書店 417.2||To 218001298

159
基礎からわかる時系列分析 : Rで実践するカル
マンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ (Data
science library)

萩原淳一郎, 瓜
生真也, 牧山幸
史著

技術評論社 417.6||Ha 218001853

160
データサイエンスのための統計学入門 : 予測、
分類、統計モデリング、統計的機械学習とRプロ
グラミング

Peter Bruce,
Andrew Bruce著
/黒川利明訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

417||Br 218001463

161
Foundations and applications of statistics : an
introduction using R 2nd ed (The Sally series.
Pure and applied undergraduate texts:28)

Randall Pruim
American
Mathematical
Society

417||Pr 218001477

162 数学の視界 改訂版 志賀弘典著 数学書房 417||Sh 218001713

163 すぐわかる応用計画数学

秋山孝正編著/
奥嶋政嗣, 武藤
慎一, 井ノ口弘
昭共著

コロナ社 417||Su 218001789

164 統計学 1
種村秀紀, 澁谷
幹夫著

数学書房 417||Ta||1 218001712



165 物理と複素数 (物理数学One Point:1) 堤正義著 共立出版 420.8||Bu||1 218001563

166
物理で「群」とはこんなもの (物理数学One
Point:13)

小野嘉之著 共立出版 420.8||Bu||13 218001415

167
フーリエ級数の使いみち (物理数学One
Point:5)

春日隆著 共立出版 420.8||Bu||5 218001564

168 div,grad,rot,… (物理数学One Point:6) 大槻義彦著 共立出版 420.8||Bu||6 218001565

169 力学と微積分 (物理数学One Point:7) 小出昭一郎著 共立出版 420.8||Bu||7 218001566

170 スカラー場,ベクトル場 (物理数学One Point:8) 鈴木尚通著 共立出版 420.8||Bu||8 218001567

171 演習・理工系の基礎物理学

横沢正芳, 伊藤
郁夫, 酒井政道
共編著/青木正
人 [ほか] 共著

培風館 420||En 218001602

172
シンプルな物理学 : 身近な疑問を数理的に考
える23講

ポール・J.ナーイ
ン著/河辺哲次
訳

共立出版 420||Na 218001416

173
The formalisms of quantum mechanics : an
introduction : pbk (Lecture notes in
physics:893)

François David Springer 421.3||Da 218001722

174 共形場理論
江口徹, 菅原祐
二著

岩波書店 421.3||Eg 218001501

175
Supersymmetric quantum mechanics : an
introduction 2nd ed : hbk

Asim
Gangopadhyaya,
Jeffry Mallow,
Constantin
Rasinariu

World Scientific 421.3||Ga 218002025

176 波動と場の物理学入門 糸山浩司著
京都大学学術
出版会

421.3||It 218001677

177
量子力学の数学理論 : 摂動論と原子等のハミ
ルトニアン

加藤敏夫稿/黒
田成俊編注

近代科学社 421.3||Ka 218001843

178 ベクトル解析入門 (新物理学ライブラリ:9) 阿部龍蔵著 サイエンス社 421.5||Ab 218002001

179
物理現象のフーリエ解析 (ちくま学芸文庫:[コ-
47-1])

小出昭一郎著 筑摩書房 421.5||Ko 218001378



180 力学 (基幹講座物理学)
篠本滋, 坂口英
継著/植松恒夫,
青山秀明編集

東京図書 423||Sh 218001379

181
これからの光学 : 古典論・量子論・物質との相
互作用・新しい光

大津元一著 朝倉書店 425||Ot 218001754

182
熱電材料の物質科学 : 熱力学・物性物理学・ナ
ノ科学 (物質・材料テキストシリーズ)

寺崎一郎著 内田老鶴圃 427.4||Te 218001828

183
科学技術Xの謎 : 天文・医療・文化財あらゆるも
のの姿をあらわすX線にせまる

塩瀬隆之 [ほか]
編著

化学同人 427.55||Ka 218001632

184
物性・光学のための電磁気学 : 基礎から量子
化まで

浜口智尋著 コロナ社 427||Ha 218001974

185
例題から展開する電磁気学 (ライブラリ例題か
ら展開する大学物理学:2)

香取眞理, 森山
修共著

サイエンス社 427||Ka 218001865

186 電磁気学 1 (基幹講座物理学)

大野木哲也, 高
橋義朗著/植松
恒夫, 青山秀明
編

東京図書 427||On||1 218001380

187
物質中の電磁気学 (基幹講座物理学. 電磁気
学:2)

大野木哲也, 田
中耕一郎著/植
松恒夫, 青山秀
明編集

東京図書 427||On||2 218001510

188
高分子ナノ物性 (高分子基礎科学One Point:10.
物性:2)

高分子学会編集
/田中敬二, 中嶋
健著

共立出版 428.1||Ta 218001417

189 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 218001973

190 ゆらぎと相転移 宮下精二著 丸善出版 428||Mi 218001822

191
From the universe to the elementary particles : a first
introduction to cosmology and the fundamental
interactions (Undergraduate lecture notes in physics)

Ulrich Ellwanger Springer 429.6||El 218001727

192
Supersymmetric solitons : hardback (Cambridge
monographs on mathematical physics)

M. Shifman, A.
Yung

Cambridge
University
Press

429.6||Sh 218002020

193
分子マシンの科学 : 分子の動きとその機能を見
る (CSJ Current Review:26)

日本化学会編 化学同人 431.1||Bu 218001833

194 宮沢賢治の元素図鑑 : 作品を彩る元素と鉱物
桜井弘著/豊遙
秋写真協力

化学同人 431.11||Sa 218001430



195 反応速度論 (物理化学入門シリーズ)
真船文隆, 廣川
淳著

裳華房 431.34||Ma 218001449

196
触媒化学 : 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)

田中庸裕, 山下
弘巳編著/薩摩
篤 [ほか] 著

講談社 431.35||Sh 218001504

197
Photoelectrochemical solar fuel production :
from basic principles to advanced devices : hbk.

edited by Sixto
Gimenez, Juan
Bisquert

Springer 431.7||Ph 218001723

198
高分子の結晶化 (高分子基礎科学One Point:8.
構造:2)

高分子学会編集
/奥居徳昌著

共立出版 431.9||Ko||8 218001568

199 Sequence-controlled polymers : hardback
edited by Jean-
François Lutz

Wiley-VCH 431.9||Se 218002024

200 実験を安全に行うために 第8版
化学同人編集部
編

化学同人 432||Ji 218001633

201 実験を安全に行うために 第4版 続
化学同人編集部
編

化学同人 432||Ji 218001634

202 XAFSの基礎と応用
日本XAFS研究
会編

講談社 433.57||Xa 218001313

203
演習編 第8版 (有機化合物のスペクトルによる
同定法)

岩澤伸治, 豊田
真司, 村田滋著

東京化学同人 433.9||Yu 218001870

204
基礎分析化学 新訂版 (新・物質科学ライブラ
リ:7)

宗林由樹, 向井
浩共著

サイエンス社 433||So 218001863

205
天然有機化合物の全合成 : 独創的なものづくり
の反応と戦略 (CSJ Current Review:27)

日本化学会編 化学同人 434||Te 218001834

206
演習無機化学 : 基本から大学院入試まで 第2
版

田中勝久 [ほか]
著

東京化学同人 435||En 218001871

207 シュライバー・アトキンス無機化学 第6版 上
M. Weller [ほか]
著/田中勝久
[ほか] 訳

東京化学同人 435||Sh||1 218001867

208 シュライバー・アトキンス無機化学 第6版 下
M. Weller [ほか]
著/田中勝久
[ほか] 訳

東京化学同人 435||Sh||2 218001868

209 入門レアアースの化学 足立吟也著 化学同人 436.3||Ad 218001837



210 完訳天球回転論 : コペルニクス天文学集成
[コペルニクス
著]/高橋憲一
訳・解説

みすず書房 440.2||Co 218001989

211
天体の位置と運動 第2版 (シリーズ現代の天文
学:13)

福島登志夫編 日本評論社 440||Sh||13 218001392

212
ピーターソン活動銀河核 : 巨大ブラックホール
が引き起こすAGN現象のすべて

Bradley
M.Peterson著/和
田桂一 [ほか] 共
訳

丸善 443.6||Pe 218001815

213 Introduction to cosmology 2nd ed : hardback Barbara Ryden
Cambridge
University
Press

443.9||Ry 218001473

214 Solar system dynamics : pbk
Carl D. Murray,
Stanley F.
Dermott

Cambridge
University
Press

444||Mu 218001941

215
動く地球の測りかた : 宇宙測地技術が明らかに
した動的地球像

河野宣之, 日置
幸介著

東海大学出版
部

448.9||Ka 218001595

216 地図の進化論 : 地理空間情報と人間の未来 若林芳樹著 創元社 448.9||Wa 218001420

217 地球と宇宙の化学事典
日本地球化学会
編集

朝倉書店 450.13||Ch 218001755

218 統合自然地理学 岩田修二著
東京大学出版
会

450.9||Iw 218001737

219
実践統合自然地理学 : あたらしい地域自然の
とらえ方

岩田修二責任編
集

古今書院 450||Ji 218001650

220 大気力学の基礎 : 中緯度の総観気象
ジョナサン・E.マー
ティン著/近藤豊,
市橋正生訳

東京大学出版
会

451.1||Ma 218001743

221 海水の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ:4)
日本海水学会
編, 上ノ山周編
著

成山堂書店 452.3||Ka 218001586

222 Elements of physical hydrology 2nd ed
George M.
Hornberger ...
[et al.]

Johns Hopkins
University
Press

452.9||El 218001945

223
地盤構造物の被害,復旧 (東日本大震災合同調
査報告:地盤編1)

地盤工学会編
地盤工学会/丸
善出版 (発売)

453.212||Hi||1 218002011

224 図説日本の海岸
柴山知也, 茅根
創編

朝倉書店 454.7||Zu 218001756



225 災害地質学ノート 千木良雅弘著 近未来社 455.8||Ch 218001716

226
地すべり地形の判読法 : 空中写真をどう読み
解くか 増補版 (防災科学技術ライブラリー:1)

大八木規夫著 近未来社 455.89||Oy 218001892

227 地球全史スーパー年表
清川昌一 [ほか]
著

岩波書店 456||Ch 218001291

228
イラストでみる超基本バイオ実験ノート : ぜひ覚
えておきたい分子生物学実験の準備と基本操
作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)

田村隆明著 羊土社 460.75||Ta 218001549

229 Essential細胞生物学
Bruce Alberts
[ほか] 著/青山
聖子 [ほか] 訳

南江堂 463||Es 218001902

230 Essential細胞生物学
Bruce Alberts
[ほか] 著/青山
聖子 [ほか] 訳

南江堂 463||Es 218001903

231 Essential細胞生物学
Bruce Alberts
[ほか] 著/青山
聖子 [ほか] 訳

南江堂 463||Es 218001904

232 高圧バイオサイエンスとバイオテクノロジー
野村一樹, 藤澤
哲郎, 岩橋均編
集

三恵社 464.04||Ko 218001287

233
タンパク質をとり出そう 改訂第4版 (無敵のバイ
オテクニカルシリーズ. タンパク質実験ノート:上:
抽出・精製・発現編)

岡田雅人, 宮崎
香編

羊土社 464.2||Ta||1 218001469

234
タンパク質をしらべよう 改訂第4版 (無敵のバイ
オテクニカルシリーズ. タンパク質実験ノート:下:
機能解析編)

岡田雅人, 三木
裕明, 宮崎香編

羊土社 464.2||Ta||2 218001470

235 Essentialタンパク質科学

Mike Williamson
著/津本浩平, 植
田正, 前仲勝実
監訳

南江堂 464.2||Wi 218001977

236 レーダー生物無機化学
Dieter Rehder著
/塩谷光彦訳

東京化学同人 464.8||Re 218001869

237 ヴォート基礎生化学 第5版
D. Voet, J. G. Voet,
C. W. Pratt著/田宮
信雄 [ほか] 訳

東京化学同人 464||Vo 218001872

238 アーキア生物学
石野良純, 跡見
晴幸編著

共立出版 465.8||Ak 218001569

239 新しい植物ホルモンの科学 第3版
浅見忠男, 柿本
辰男編著

講談社 471.3||At 218001314



240
植物の体の中では何が起こっているのか : 動
かない植物が生きていくためのしくみ (Beret
science)

嶋田幸久, 萱原
正嗣著

ベレ出版 471.3||Sh 218001457

241 テイツ/ザイガー植物生理学・発生学
リンカーン・テイ
ツ [ほか] 編

講談社 471.3||Ta 218001317

242 菌類の生物学 : 生活様式を理解する
D.H. ジェニングス,
G. リゼック著/広瀬
大, 大園享司訳

京都大学学術
出版会

474.7||Je 218001886

243 薬学生のための漢方医薬学 改訂第3版
山田陽城 [ほか]
編集

南江堂 490.9||Ya 218001812

244
楽しく学べる味覚生理学 : 味覚と食行動のサイ
エンス

山本隆著 建帛社 491.377||Ya 218001649

245
医療・診断・創薬の化学 : 医療分野に挑む革新
的な化学技術 (CSJ Current Review:24)

日本化学会編 化学同人 491.4||Ir 218001832

246 ビタミン総合事典
日本ビタミン学
会編

朝倉書店 491.455||Bi 218001747

247 多元計算解剖学の基礎と臨床への応用 橋爪誠編著 誠文堂新光社 491||Ta 218001806

248
慢性疾患の認知行動療法 : アドヒアランスとう
つへのアプローチ ワークブック

Steven A.Safren,
Jeffrey S.Gonzalez,
Nafisseh Soroudi著

診断と治療社 493.1||Sa 218002002

249 生活習慣病の分子生物学
佐藤隆一郎, 今
川正良著

三共出版 493.18||Sa 218001658

250
災害精神医学入門 : 災害に学び、明日に備え
る

高橋晶, 高橋祥
友編

金剛出版 493.7||Sa 218001652

251 データで読み解く : 発達障害
平岩幹男総編集
/岡明 [ほか] 専
門編集

中山書店 493.937||De 218001807

252
起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応
改訂

田中英高著 中央法規出版 493.937||Ta 218001452

253
起立性調節障害の子どもの日常生活サポート
ブック 改訂

田中英高著 中央法規出版 493.937||Ta 218001453

254 子どものための精神医学 滝川一廣著 医学書院 493.937||Ta 218001759



255
特異的発達障害診断・治療のための実践ガイド
ライン : わかりやすい診断手順と支援の実際

特異的発達障害の臨
床診断と治療指針作
成に関する研究チー
ム編集

診断と治療社 493.937||To 218001866

256
がん光免疫療法の登場 : 手術や抗がん剤、放
射線ではない画期的治療

永山悦子著 : 小
林久隆協力

青灯社 494.53||Na 218001691

257 衛生試験法註解 2015 日本薬学会編 金原出版 498.15||Ei||'15 218001773

258 機能性食品学 今井伸二郎著 コロナ社 498.5||Im 218001800

259 食品物性学 : レオロジーとテクスチャー 川端晶子著 建帛社 498.5||Ka 218001648

260 機能性表示食品data book 第3版
日本抗加齢協会
監修

メディカルレ
ビュー社

498.5||Ki 218001654

261 日本食品成分表 : 2018七訂 : 電子版付 医歯薬出版編 医歯薬出版 498.51||Ni 218001543

262 食品加工・食品機能実験 : イラスト
太田英明 [ほか]
著

東京教学社 498.51||Sh 218001675

263
食品の化学・物性と機能性 改訂第3版 (食品
学:1)

中山勉, 和泉秀
彦編集

南江堂 498.51||Sh||1 218001809

264 食品成分表 2018 : セット 香川芳子監修
女子栄養大学
出版部

498.51||Sh||'18 218001348

265 食品の分類と利用法 改訂第3版 (食品学:2)
中山勉, 和泉秀
彦編集

南江堂 498.51||Sh||2 218001810

266
食品添加物インデックスplus : 和名・英名・E No.
検索便覧 第3版

日本輸入食品安
全推進協会編著

中央法規出版 498.519||Sh 218001357

267 食品コロイド入門
Eric Dickinson著
/藤田哲, 山本由
喜子訳

幸書房 498.53||Di 218001656

268 基礎から学ぶ食品化学実験テキスト

谷口亜樹子, 古庄
律, 松本憲一編著/
上田茂登子 [ほか]
共著

建帛社 498.53||Ki 218001647

269 食品学実験書 第3版
藤田修三, 山田和
彦編著/磯部由香
[ほか] 著

医歯薬出版 498.53||Sh 218001760



270 現場で役立つ食品微生物Q&A 第4版
小久保彌太郎編
著

中央法規出版 498.54||Ge 218001356

271 実践に役立つ!食品衛生管理入門
藤川浩, 井上富
士男編著

講談社 498.54||Ji 218001315

272
食品衛生検査法 : 手順とポイント : ビジュアル
版

日本食品分析セ
ンター編集

中央法規出版 498.54||Sh 218001355

273 食の安全とリスクアセスメント
熊谷進, 山本茂
貴共編

中央法規出版 498.54||Sh 218001533

274
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 218001990

275
新食品衛生学要説 : 食べ物と健康・食品と衛生
2018年版

細貝祐太郎, 松
本昌雄, 廣末ト
シ子編

医歯薬出版 498.54||Sh||'18 218001761

276
大量調理施設衛生管理のポイント : HACCPの
考え方に基づく衛生管理手法 6訂

中央法規出版 498.54||Ta 218001535

277 実用中医薬膳学 辰巳洋著
東洋学術出版
社

498.583||Ta 218001718

278 テキスト健康科学 改訂第2版
佐藤祐造, 柴田
英治編集

南江堂 498||Te 218001811

279 漢方294処方生薬解説 : その基礎から運用まで 根本幸夫監修 じほう 499.8||Ka 218001879

280
生薬単 : 語源から覚える植物学・生薬学名単語
集 : ギリシャ語・ラテン語 改訂第3版

原島広至著 丸善雄松堂 499.8||Sh 218002004

281
材料物理学入門 : 結晶学, 量子力学, 熱統計力
学を体得する (材料学シリーズ)

小川恵一著 内田老鶴圃 501.2||Og 218001830

282
材料電子論入門 : 第一原理計算の材料科学へ
の応用

田中功 [ほか]
共著

内田老鶴圃 501.2||Za 218001829

283
先端計測 : 研究を支える機器開発 (CSJ
Current Review:23)

日本化学会編 化学同人 501.22||Se 218001831

284
計測のための統計 (計測・制御テクノロジーシ
リーズ:4)

寺本顕武, 椿広
計共著

コロナ社 501.22||Te 218001793



285
粒子法 : 連続体・混相流・粒状体のための計算
科学

後藤仁志著 森北出版 501.23||Go 218001825

286 OpenFOAMプログラミング

Tomislav Marić, Jens
Höpken, Kyle Mooney
原著/柳瀬眞一郎
[ほか] 共訳

森北出版 501.23||Ma 218001823

287 熱音響デバイス (音響テクノロジーシリーズ:21) 琵琶哲志著 コロナ社 501.24||On||21 218001787

288
フォノンエンジニアリング : マイクロ・ナノスケー
ルの次世代熱制御技術

エヌ・ティー・エ
ス

501.26||Fo 218002007

289
翻訳マテリアルズインフォマティクス : 探索と設
計

Turab Lookman, Francis
J. Alexander, Krishna
Rajan原書編/石井一夫
翻訳

エヌ・ティー・エ
ス

501.4||Ho 218002006

290

ナノカーボンの応用と実用化 : フラーレン・ナノ
チューブ・グラフェンを中心に 普及版 (CMCテク
ニカルライブラリー:626. 新材料・新素材シリー
ズ)

篠原久典監修
シーエムシー出
版

501.48||Na 218001548

291 人間工学ガイド : 感性を科学する方法 増補版
福田忠彦研究室,
Human Performance
Laboratory(HPL)編

サイエンティスト
社

501.84||Ni 218001689

292 日本土木史 平成3年-平成22年
土木学会日本土
木史編集委員会
編

土木学会 510.2||Do||4 218001873

293
歴史の謎はインフラで解ける : 教養としての土
木学

大石久和, 藤井
聡編著

産経新聞出版/
日本工業新聞
社 (発売)

510.2||Re 218001537

294 構築物の風景 (建土築木:1) 内藤廣著 鹿島出版会 510.21||Na||1 218001769

295 川のある風景 (建土築木:2) 内藤廣著 鹿島出版会 510.21||Na||2 218001770

296 図説近代日本土木史
土木学会土木史
研究委員会編

鹿島出版会 510.21||Zu 218001972

297
防災・環境・維持管理と地形地質 (地盤工学・実
務シリーズ:32)

地盤工学会防災・
環境・維持管理と
地形地質編集委員
会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.2||Bo 218001709

298 地盤調査の方法と解説 2分冊の1
地盤工学会地盤調
査規格・基準委員
会編集

地盤工学会/丸
善出版(発売)

511.27||Ji||1 218002010

299 地盤調査の方法と解説 2分冊の2
地盤工学会地盤調
査規格・基準委員
会編集

地盤工学会/丸
善出版(発売)

511.27||Ji||2 218002013



300 土質力学の基礎とその応用
石橋勲, ハザリ
カ ヘマンタ著

共立出版 511.3||Is 218001775

301
地盤工学 (土木・環境系コアテキストシリー
ズ:C-3)

高橋章浩著 コロナ社 511.3||Ta 218001799

302
若き技術者のための岩盤の地質工学的評価と
分類

日本応用地質学会岩
盤分類再評価研究小
委員会(第二期)編

古今書院 511.3||Wa 218001347

303
地盤材料試験の方法と解説 訂正第4刷 2分冊
の1

地盤工学会室内
試験規格・基準
委員会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.37||Ji||1 218001707

304
地盤材料試験の方法と解説 訂正第4刷 2分冊
の2

地盤工学会室内
試験規格・基準
委員会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.37||Ji||2 218001730

305
動的コーン貫入試験方法 (JGS 1437-2014) (新
規制定地盤工学会基準・同解説)

地盤工学会動的
コーン貫入試験方
法基準化委員会編

地盤工学会/丸
善出版 (発売)

511.37||Sh 218001708

306
社会基盤施設の建設材料 : 環境負荷軽減と資
源の循環活用

関博 [ほか] 共
著

理工図書 511.4||Sh 218001687

307 最新図解基礎からわかるコンクリート
水村俊幸 [ほか]
著 ;

ナツメ社 511.7||Sa 218001678

308
ICTデータ活用による交通計画の新次元展開 :
総合交通ネットワーク流動のモニタリングシステ
ム

飯田恭敬著 コロナ社 514.1||Id 218001797

309
平成29年道路橋示方書に基づく道路橋の設計
計算例

日本道路協会編
集

日本道路協会/
丸善出版(発売)

515.1||He 218001468

310
橋梁デザインの実際 : その歴史から現代のデ
ザインコンペまで

鈴木圭著 コロナ社 515.1||Sh 218001798

311
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 1 共通
編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||1 218001467

312
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 1 共通
編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||1 218001967

313
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 2 鋼
橋・鋼部材編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||2 218001887

314
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 2 鋼
橋・鋼部材編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||2 218001968



315
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 3 コン
クリート橋・コンクリート部材編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||3 218001711

316
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 3 コン
クリート橋・コンクリート部材編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||3 218001969

317
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 4 下部
構造編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||4 218001888

318
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 4 下部
構造編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||4 218001970

319
道路橋示方書・同解説 [2017年]改訂版 5 耐震
設計編

日本道路協会編
日本道路協会/
丸善 (発売)

515||Do||5 218001971

320 川から見た国土論 高橋裕著 鹿島出版会 517.04||Ta 218001768

321 Hydrology and floodplain analysis 6th ed

Philip B.
Bedient, Wayne
C. Huber, Baxter
E. Vieux

Pearson 517.1||Be 218001939

322 図説日本の河川
小倉紀雄, 島谷
幸宏, 谷田一三
編

朝倉書店 517.21||Zu 218001757

323 激甚化する水害 : 地球温暖化の脅威に挑む

気候変動による
水害研究会著/
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)

517.5||Ge 218001679

324
風景にさわる : ランドスケープデザインの思考
法

長谷川浩己著 丸善出版 518.8||Ha 218001818

325
エコロジカル・デモクラシー : まちづくりと生態的
多様性をつなぐデザイン

ランドルフ・T・ヘ
スター著/土肥
真人訳

鹿島出版会 518.8||He 218001772

326
町並み保存運動の論理と帰結 : 小樽運河問題
の社会学的分析

堀川三郎著
東京大学出版
会

518.8||Ho 218001741

327
公共R不動産のプロジェクトスタディ : 公民連携
のしくみとデザイン

公共R不動産編
/馬場正尊 [ほ
か] 著

学芸出版社 518.8||Ko 218001433

328 まちの価値を高めるエリアマネジメント
小林重敬, 森記
念財団編著

学芸出版社 518.8||Ma 218001434

329
まちの賑わいをとりもどす : ポスト近代都市計
画としての「都市デザイン」

中野恒明著
花伝社/共栄書
房 (発売)

518.8||Na 218001644



330
地方都市を公共空間から再生する : 日常のに
ぎわいをうむデザインとマネジメント

柴田久著 学芸出版社 518.8||Sh 218001410

331
地方都市を公共空間から再生する : 日常のに
ぎわいをうむデザインとマネジメント

柴田久著 学芸出版社 518.8||Sh 218001431

332 篠原修が語る日本の都市 : その伝統と近代 篠原修著 彰国社 518.8||Sh 218001976

333 「間」と景観 : 敷地から考える都市デザイン 山田圭二郎著 技報堂出版 518.8||Ya 218001996

334
知られざる地下街 : 歴史・魅力・防災、ちかある
きのススメ

廣井悠, 地下街
減災研究会著

河出書房新社 518.83||Sh 218001560

335
密集市街地の防災と住環境整備 : 実践にみる
15の処方箋

UR密集市街地
整備検討会編著

学芸出版社 518.87||Mi 218001636

336
東京は世界最悪の災害危険都市 : 日本の主要
都市の自然災害リスク

水谷武司著 東信堂 518.87||Mi 218001672

337 20世紀環境史
J・R・マクニール
著

名古屋大学出
版会

519.2||Mc 218001875

338 環境経済学のフロンティア
有村俊秀, 片山
東, 松本茂編著

日本評論社 519||Ka 218001512

339
環境科学入門 : 地球と人類の未来のために 第
2版

川合真一郎, 張
野宏也, 山本義
和著

化学同人 519||Ka 218001838

340 ブックガイド環境倫理 : 基本書から専門書まで 吉永明弘著 勁草書房 519||Yo 218001578

341 場のちから 内藤廣著 王国社 520.4||Na 218001924

342 タウト建築論講義
[タウト著]/落合
桃子訳

鹿島出版会 520.4||Ta 218001771

343 ガウディ完全ガイド

オーローラ・クイート, ク
リスティーナ・モンテス編
/西森睦雄, 安藤宗一
郎, 根本玲子訳

エクスナレッジ 520.87||Ga 218001441

344 ザハ・ハディド全仕事
ザハ・ハディド著
/田辺晴美訳

エクスナレッジ 520.87||Ha 218001545



345 藤本壮介建築作品集
ナオミ・ポロック
著/長田綾佳訳

エクスナレッジ 520.87||Po 218001442

346
妹島和世西沢立衛 2011-2018 (GA
architect:18)

妹島和世, 西沢
立衛 [作]/二川
幸夫編集

A.D.A.EDITA
Tokyo

520.87||Se 218001884

347
建築設計・施工クレーム対応マニュアル 改訂
版

匠総合法律事務
所編集

新日本法規出
版

520.95||Ke 218001529

348 内藤廣の頭と手 内藤廣著 彰国社 520||Na 218001581

349 建築を変えた100のアイデア
Richard Weston
著/岩坂未佳
[ほか] 訳

ビー・エヌ・エヌ
新社

520||We 218001690

350 桂離宮 : 新装版
石元泰博著/中
原君代編

六耀社 521.82||Is 218001889

351 プレモダン建築巡礼
磯達雄文/宮沢洋
イラスト/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)

523.1||Is 218001359

352 ヨーロッパ建築史 西田雅嗣編 昭和堂 523.3||Yo 218001358

353
意匠設計者でもスラスラわかる建築2次部材の
構造計算

山本満, 四井茂
一著

彰国社 524.1||Ya 218001804

354 考える建築材料 庫川尚益著 彰国社 524.2||Ku 218001803

355 伝統木造建築事典
高橋昌巳, 小林
一元, 宮越喜彦
編著

井上書院 524.5||De 218001429

356 階段空間の解体新書 田中智之著 彰国社 524.87||Ta 218001805

357 耐震シェルターがわかる本
前田邦江著/耐
震シェルター普
及会企画

学芸出版社 524.91||Ma 218001635

358
耐震木造技術の近現代史 : 伝統木造家屋の合
理性

西澤英和著 学芸出版社 524.91||Ni 218001841

359
設計者のための見落としてはならない非構造部
材

日本建築構造技
術者協会編

技報堂出版 524.91||Se 218001341



360 ヤマベの耐震改修 (建築知識の本:07) 山辺豊彦著 エクスナレッジ 524.91||Ya 218001440

361
建築はいかにして都市と統合できるか (場所原
論:2)

隈研吾執筆 市ケ谷出版社 525.1||Ku||2 218001460

362 形態デザイン講義 内藤廣著 王国社 525.1||Na 218001688

363 心理と環境デザイン : 感覚・知覚の実践 日本建築学会編 技報堂出版 525.1||Sh 218001997

364
AutoCAD LTで学ぶ建築製図の基本 :
AutoCAD LT 2018対応 : basics of architectural
drafting with AutoCAD LT

鳥谷部真著 エクスナレッジ 525.18||To 218001544

365
リノベーションの教科書 : 企画・デザイン・プロ
ジェクト

小池志保子 [ほ
か] 著

学芸出版社 525.8||Ri 218001432

366
欠陥住宅の正体 : 住宅トラブルを未然に防ぐ29
の基礎知識

岩山健一著 若葉文庫 527||Iw 218001935

367 現場写真でわかる!建築設備の設計・施工管理 定久秀孝著 学芸出版社 528||Sa 218001637

368 溶融加工 (新しい機械工学:6) 田村博著 森北出版 530.8||At||6 218001623

369 材料力学 1 森下智博著 森北出版 531.1||Mo||1 218001424

370 材料力学 2 森下智博著 森北出版 531.1||Mo||2 218001624

371 実用モード解析入門
長松昌男, 長松
昭男共著

コロナ社 531.18||Na 218001801

372
実習で学ぶモデルベース開発 : 『モデル』を共
通言語とするV字開発プロセス

山本透編著/脇
谷伸 [ほか] 共
著

コロナ社 531.9||Ji 218001796

373
いまからはじめるNC工作 : Jw_cadとNCVCでか
んたん切削 第2版

眞柄賢一著 オーム社 532||Ma 218001764

374
機械加工学基礎 (機械系コアテキストシリー
ズ:E-1)

松村隆, 笹原弘
之共著

コロナ社 532||Ma 218001795



375
サーマルマネジメント : 余熱・排熱の制御と有効
利用

エヌ・ティー・エ
ス

533||Sa 218002008

376 Cavitation and bubble dynamics : pbk
Christopher
Earls Brennen

Cambridge
University
Press

534.1||Br 218001944

377
小さな工場のものづくり魂 : 画期的な自社製品
で市場を席巻する

今瀬憲司著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

535.067||Im 218001370

378 自動車の振動・騒音対策法 : 70事例から学ぶ 石濱正男著
日刊工業新聞
社

537.1||Is 218001421

379 完全理解自動運転 : Q&A形式でスッキリわかる 林哲史著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ(発売)

537||Ha 218001538

380 バリア放電 (朝倉電気電子工学大系:2) 八木重典編著 朝倉書店 540.8||As||2 218001758

381 基礎からの高電圧工学 (実用理工学入門講座)
花岡良一, 石田
隆弘共著

日新出版 541.33||Ha 218002018

382 電気機器学 (OHM大学テキスト) 白井康之編著 オーム社 542||Sh 218001762

383 詳解電力系統工学 加藤政一著
東京電機大学
出版局

543.1||Ka 218001596

384 電力系統 前田隆文著 オーム社 543.1||Ma 218001766

385
原発震災と避難 : 原子力政策の転換は可能か
(シリーズ被災地から未来を考える:1)

長谷川公一, 山
本薫子編

有斐閣 543.5||Ge 218001627

386 磁界共鳴によるワイヤレス電力伝送 居村岳広著 森北出版 544.2||Im 218001824

387
図説%Z法と対称座標法の入門 : 基礎から応用
まで徹底解説

柴崎誠著 オーム社 544||Sh 218001767

388
Phase noise and frequency stability in
oscillators : paperback (The Cambridge RF and
microwave engineering series)

Enrico Rubiola
Cambridge
University
Press

547.1||Ru 218001471

389
高速高精度光変調の理論と実際 : 電気光学効
果による光波制御

川西哲也著 培風館 547.16||Ka 218001814



390
ソースコードで体感するネットワークの仕組み :
手を動かしながら基礎からTCP/IPの実装まで
がわかる

小俣光之著 技術評論社 547.48||Ko 218001855

391
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 218001670

392
マジメだけどおもしろいセキュリティ講義 : 事故
が起きる理由と現実的な対策を考える
(Software design plusシリーズ)

すずきひろのぶ
著

技術評論社 547.4833||Su 218001851

393
Towards 5G : applications, requirements and
candidate technologies : hard

edited by Rath
Vannithamby and
Shilpa Talwar

John Wiley &
Sons

547.5||To 218002022

394 図解でわかる!モバイル通信のしくみ
神崎洋治, 西井
美鷹著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

547.62||Ko 218001680

395
Advanced optical wireless communications
systems : hardback

Ivan B.
Djordjevic,
editor

Springer 547.68||Dj 218001725

396
Raspberry Piをはじめよう 第3版 (Make:
projects)

Matt Richardson,
Shawn Wallace著/
水原文訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

548.29||Ri 218001701

397 ロボット制御学ハンドブック
松野文俊 [ほか]
編

近代科学社 548.3||Ro 218001995

398
電気電子システムのための制御工学 (電気学
会大学講座)

佐々木清吾 [著]
電気学会/オー
ム社 (発売)

548.3||Sa 218001710

399 適応制御 (システム制御工学シリーズ:10) 宮里義彦著 コロナ社 548.3||Sh||10 218001792

400
スパースモデリング : 基礎から動的システムへ
の応用

永原正章著 コロナ社 548.31||Na 218001791

401
システム同定 (計測・制御テクノロジーシリー
ズ:9)

和田清 [ほか]
共著/計測自動
制御学会編

コロナ社 548.31||Sh 218001794

402
COMSOL Multiphysics[R]ではじめる工学シミュ
レーション

みずほ情報総研株式
会社編/佐久間優編
著/高山務, 茂木春
樹, 仮屋夏樹共著

コロナ社 548.7||Co 218001788

403 バーチャルリアリティ学
日本バーチャル
リアリティ学会編

日本バーチャル
リアリティ学会

548||Ba 218001891

404
Virtual Reality実践講座 : HMDを超える4つの
キーテクノロジー (設計技術シリーズ)

岩田洋夫著 科学情報出版 548||Iw 218001714



405
ARKitとUnityではじめるARアプリ開発 : the
augmented reality application development by
ARKit & Unity

薬師寺国安著 秀和システム 548||Ya 218001668

406
読める描ける電子回路入門 : 初心者にも再学
習者にも最適! : 基礎から電子回路の設計が学
べる

千葉憲昭著 技術評論社 549.3||Ch 218001849

407 Phase-lock basics 2nd ed : cloth William F. Egan
Wiley-
Interscience

549.3||Eg 218002019

408 よくわかるパワーMOSFET/IGBT入門 山崎浩著
日刊工業新聞
社

549.3||Ya 218001599

409
Plasmonic organic solar cells : charge generation and
recombination (Springer briefs in applied sciences and
technology. nanoscience and nanotechnology)

Bo Wu , Nripan
Mathews , Tze-
Chein Sum

Springer 549.51||Wu 218001728

410
IoTを支える技術 : あらゆるモノをつなぐ半導体
のしくみ (サイエンス・アイ新書:SIS-376)

菊地正典著
SBクリエイティ
ブ

549.8||Ki 218001664

411 シリコンフォトニクス
Lorenzo Pavesi,
David J. Lockwood
共編/木村達也訳

オーム社 549.8||Pa 218001765

412 はじめての半導体デバイス 執行直之著 近代科学社 549.8||Sh 218001436

413 例題で学ぶはじめての半導体 臼田昭司著 技術評論社 549.8||Us 218001846

414 プラズモニクス : 基礎と応用
岡本隆之, 梶川
浩太郎著

講談社 549.95||Ok 218001312

415 光エレクトロニクス入門 左貝潤一著 森北出版 549.95||Sa 218001625

416
光デバイス入門 : pn接合ダイオードと光デバイ
ス

末益崇著 コロナ社 549.95||Su 218001786

417
複雑系フォトニクス : レーザカオスの同期と光
情報通信への応用

内田淳史著 共立出版 549.95||Uc 218001732

418 Phosphorus recovery and recycling
Hisao Ohtake,
Satoshi Tsuneda,
editors

Springer Nature
Singapore

570.99||Ot 218001729

419
多形現象と制御技術 : 晶析と多形の基礎から
多形制御の実際まで

北村光孝著
エヌ・ティー・エ
ス

571.6||Ki 218001880



420
蓄電システム用二次電池の高機能・高容量化
と安全対策 : 材料・構造・量産技術、日欧米安
全基準の動向を踏まえて

逢坂哲禰, 菅原
秀一, 西野敦編
集幹事

エヌ・ティー・エ
ス

572.12||Ch 218002005

421
ポストリチウムに向けた革新的二次電池の材
料開発

境哲男監修
エヌ・ティー・エ
ス

572.12||Po 218001881

422
第一人者が明かす光触媒のすべて : 基本から
最新事例まで完全図解

藤嶋昭著 ダイヤモンド社 572.7||Fu 218001376

423
外壁塗装の不都合な真実 : 扶桑町でお悩みの
方へ

横井隆之著 デザインエッグ 576.8||Yo 218001874

424 ゴム年鑑 2018年版
ゴム報知新聞
社

578.2||Go||'18 218001932

425
プラスチック製品の強度設計とトラブル対策 改
訂増補版

本間精一著
エヌ・ティー・エ
ス

578.4||Ho 218001882

426 プラスチック知られざる世界 (Superサイエンス) 齋藤勝裕著
シーアンドアー
ル研究所

578.4||Sa 218001693

427
実験でわかる電気をとおすプラスチックのひみ
つ

白川英樹, 廣木
一亮共著

コロナ社 578.4||Sh 218001975

428
ポリプロピレンハンドブック : 基礎から用途開発
まで 新版

ネロ・パスクイーニ
編著/横山裕, 坂本
浩基翻訳監修

日刊工業新聞
社

578.44||Po 218001600

429
構造制御による革新的ソフトマテリアル創成 :
ブロック共重合体の精密階層制御・解析・機能
化 (CSJ Current Review:29)

日本化学会編 化学同人 578||Ko 218001836

430
高分子微粒子ハンドブック (新材料・新素材シ
リーズ)

藤本啓二監修
シーエムシー出
版

578||Ko 218002000

431
持続可能性社会を拓くバイオミメティクス : 生物
学と工学が築く材料科学 (CSJ Current
Review:28)

日本化学会編 化学同人 579.9||Ji 218001835

432
新しい扉を拓くナノファイバー : 進化するナノ
ファイバー最前線

八木健吉著
繊維社企画出
版

586.1||Ya 218001934

433
自社でもできる食品微生物の検査 : HACCP・見
える化推進

戸ヶ崎惠一, 自主
検査実施事業所28
社編集・執筆

幸書房 588.5||Ji 218001657

434 食品微生物の生態 : 微生物制御の全貌
ICMSF(国際食品微
生物規格委員会)
編

中央法規出版 588.51||Sh 218001531



435
新しい食品加工学 : 食品の保存・加工・流通と
栄養 改訂第2版

小川正, 的場輝
佳編集

南江堂 588||At 218001808

436
食品安全管理における微生物学的検査 : 基準
の設定と検査の考え方

ICMSF編 中央法規出版 588||Sh 218001532

437
食品微生物の検査データと活用法 : 工程管理
と製品評価のために

ICMSF編 中央法規出版 588||Sh 218001534

438
果実の保存食 (世界の保存食 : 考えよう!「もっ
たいない」・食料・環境:1)

谷澤容子著/こ
どもくらぶ編

星の環会 596.08||Ta||1 218001927

439
野菜の保存食 (世界の保存食 : 考えよう!「もっ
たいない」・食料・環境:2)

谷澤容子著/こ
どもくらぶ編

星の環会 596.08||Ta||2 218001928

440
魚の保存食 (世界の保存食 : 考えよう!「もった
いない」・食料・環境:3)

谷澤容子著/こ
どもくらぶ編

星の環会 596.08||Ta||3 218001929

441
肉の保存食 (世界の保存食 : 考えよう!「もった
いない」・食料・環境:4)

谷澤容子著/こ
どもくらぶ編

星の環会 596.08||Ta||4 218001930

442
廃校利活用による農山村再生 (JC総研ブック
レット:No.9)

岸上光克著 筑波書房 611.151||Ki 218001915

443
大学・大学生と農山村再生 (JC総研ブックレッ
ト:no. 4)

中塚雅也, 内平
隆之著

筑波書房 611.151||Na 218001914

444
農村と都市を結ぶソーシャルビジネスによる農
山村再生 (JC総研ブックレット:No.13)

西山未真著 筑波書房 611.151||Ni 218001917

445
よそ者と創る新しい農山村 (JC総研ブックレッ
ト:No.19)

田中輝美著 : 小
田切徳美監修

筑波書房 611.151||Ta 218001920

446
地域サポート人材による農山村再生 (JC総研
ブックレット:No.3)

図司直也著 筑波書房 611.151||Zu 218001913

447
中山間直接支払制度と農山村再生 (JC総研
ブックレット:No.16)

橋口卓也著 筑波書房 611.18||Ha 218001918

448
ファーム・ファミリー・ビジネス : 家族農業の過
去・現在・未来

ルース・ガッソン, アンドリュー・エ
リングトン著/ビクター・L.カーペ
ンター, 神田健策, 玉真之介監訳
/家族農業研究会抄訳

筑波書房 611.7||Ga 218001954

449
移住者による継業 : 農山村をつなぐバトンリ
レー (JC総研ブックレット:No. 22)

筒井一伸, 尾原
浩子著/図司直
也監修

筑波書房 611.7||Ts 218001676



450
農業を守る英国の市民 (JC総研ブックレット:no.
18)

和泉真理著 筑波書房 612.33||Iz 218001919

451
農村女性と再生可能エネルギー (JC総研ブック
レット:No.10)

榊田みどり, 和
泉真理著

筑波書房 614.823||Sa 218001916

452
遺伝子組換え作物をめぐる「共存」 : EUにおけ
る政策と言説

立川雅司著 農林統計出版 615.21||Ta 218001542

453 植物育種学 : 交雑から遺伝子組換えまで 鵜飼保雄著
東京大学出版
会

615.21||Uk 218001745

454 ジャガイモとインカ帝国 : 文明を生んだ植物 山本紀夫著
東京大学出版
会

616.8||Ya 218001905

455 豚病学 : 生理・疾病・飼養 第4版
柏崎守[ほか]編
集

近代出版 645.5||To 218001885

456 森林と災害 (森林科学シリーズ:3)
中村太士, 菊沢
喜八郎編

共立出版 650.8||Sh||3 218001774

457
Forest hydrology : processes, management and
assessment

edited by Devendra
M. Amatya ... [et
al.]

CAB
International

656.5||Fo 218001950

458 パチンコ産業史 : 周縁経済から巨大市場へ 韓載香著
名古屋大学出
版会

673.94||Ka 218001878

459 交通経済学入門 新版 (有斐閣ブックス:[454]) 竹内健蔵著 有斐閣 681||Ta 218001427

460 ホスト・アンド・ゲスト : 観光人類学とはなにか
ヴァレン・L・スミ
ス編

ミネルヴァ書房 689||Ho 218001952


