
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 Python機械学習クックブック Chris Albon著/中田秀基訳オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)007.13||Al 219003328

2 Kafka Neha Narkhede, Gwen Shapira, Todd Palino著/笹井崇司訳オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)007.6||Na 219003327

3 理系の英語 (大学院入試問題から学ぶシリーズ)
中央ゼミナール編
著

日本評論社 407||Ri 219003336

4
A mathematician's practical guide to mentoring

undergraduate research : [pbk.] (Classroom resource

Michael Dorff,

Allison Henrich,

MAA Press, an

imprint of the
410.7||Do 219003474

5
Lectures on differential equations and differential geometry

(Classical topics in mathematics:7)
Louis Nirenberg

Higher educatio

press
410.8||Cl||7 219003351

6

Kuga Varieties : fiber varieties over a symmetric space whose

fibers are abeliean varieties (Classical topics in

mathematics:9)

Michio Kuga
Higher educatio

press
410.8||Cl||9 219003447

7 カルマンフィルタの基礎
足立修一, 丸田一
郎共著

東京電機大学出
版局

417.1||Ad 219003340

8 大学院入試問題「物理学」 : 詳解と演習
小林奈央樹, 森山
修共著

数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

420.78||Ko 219003337

9 電磁気学 第2版 (大学院入試問題から学ぶシリーズ) 中村徹著 日本評論社 427||Na 219003335

10
完全図解元素と周期表 : 美しい周期表と全118元素を読み解
こう! : 新装版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプレ
ス

431.11||Ka 219003347

11 錯体化合物事典 錯体化学会編集 朝倉書店 431.13||Sa 219003329

12 有機化学1000本ノック 命名法編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 219003342

13 有機化学1000本ノック 立体化学編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 219003343

14 有機化学1000本ノック 反応機構編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 219003344

15 ビッグ・クエスチョン : 「人類の難問」に答えよう
スティーヴン・
ホーキング著/青

NHK出版 440.4||Ha 219003346

16 沖積低地 : 土地条件と自然災害リスク 海津正倫著 古今書院 454.6||Um 219003350

17 3D地図でわかる日本列島地形図鑑 高田将志監修 成美堂出版 454.91||Su 219003349

18 Endangered : 絶滅の危機にさらされた生き物たち
ティム・フラック
著/ジョナサン・
ベイリー, サム・

青幻舎インター
ナショナル/青幻
舎 (発売)

482||Fl 219003345

19
医者に殺されない47の心得 : 医療と薬を遠ざけて、元気に、
長生きする方法

近藤誠著 アスコム 490.4||Ko 219003332

20
入門編 (医療AIとディープラーニングシリーズ:No.2. 標準医
用画像のためのディープラーニング)

福岡大輔編 オーム社 492.8||Fu 219003325

21
成果を生み出すテクニカルライティング : トップエンジニ
ア・研究者が実践する思考整理法

藤田肇著 技術評論社 507.7||Fu 219003341

22 荒廃する日本 : これでいいのかジャパン・インフラ
インフラ再生研究
会著/日経コンス

日経BP/日経BP

マーケティング
510.921||Ko 219003348

23
解答力を高める : 機械4力学基礎演習 : 材料力学,機械力学・
振動・制御,熱力学,流体力学 : 「技術系公務員・技術士試

土井正好著 コロナ社 530||Do 219003334

24
Optical communication systems : limits and possibilities :

hardcover

edited by Andrew

Ellis, Mariia

Jenny Stanford

Publishing
547.68||Op 219003043

25
基本からわかるシーケンス制御 : 電磁リレーによるシーケン
ス制御についてわかりやすく解説 : カラー徹底図解

石橋正基監修 ナツメ社 548.3||Ki 219003339

26
詳解確率ロボティクス : Pythonによる基礎アルゴリズムの実
装

上田隆一著 講談社 548.3||Ue 219003338

27
Chalcogenide : from 3D to 2D and beyond : pbk. (Woodhead

Publishing series in electronic and optical materials)

edited by Xinyu

Liu ... [et al.]

Woodhead

Publishing, an
549.8||Ch 219003031

28 獣医繁殖学マニュアル 第2版
獣医繁殖学教育協
議会編

文永堂出版 649.7||Ju 219003322

学生用理工系図書新着リスト(１2月)


