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1

14日で作る量子コンピュータ : シュレディンガー方程
式で量子ビット・量子ゲート・量子もつれを数値シ
ミュレーション!! : Python版

遠藤理平著 カットシステム 007.1||En 220001831

2

14日で作る量子コンピュータ : シュレディンガー方程
式で量子ビット・量子ゲート・量子もつれを数値シ
ミュレーション!! : Python版

遠藤理平著 カットシステム 007.1||En 220001832

3
精霊の箱 : チューリングマシンをめぐる冒険 上
(Archimage Garret's apprenticeship:2)

川添愛著 東京大学出版会 007.1||Ka||1 220001333

4
精霊の箱 : チューリングマシンをめぐる冒険 下
(Archimage Garret's apprenticeship:2)

川添愛著 東京大学出版会 007.1||Ka||2 220001334

5
広がるAI化格差 (ギャップ) と5年先を見据えた企業戦
略 (AI白書:2020)

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||Ai||'20 220001301

6
広がるAI化格差 (ギャップ) と5年先を見据えた企業戦
略 (AI白書:2020)

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||Ai||'20 220001302

7

Convergence of artificial intelligence and the internet of

things (Internet of things : technology, communications

and computing)

George Mastorakis ... [et

al.], editors
Springer 007.13||Co 220001865

8
ディープラーニング活用なくしてビジネスの飛躍的成
長なし (ディープラーニング活用の教科書:実践編)

日経クロストレンド編
日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

007.13||De 220001387

9

現場で使える!Python (パイソン) 深層強化学習入門 :

強化学習と深層学習による探索と制御 (AI &

Technology)

伊藤多一 [ほか] 著 翔泳社 007.13||Ge 220001748

10
Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書 :

機械学習の基本から深層学習まで (AI & Technology)
石川聡彦著 翔泳社 007.13||Is 220001746

11
Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書
第2版 (AI & Technology)

伊藤真著 翔泳社 007.13||It 220001747

12 人工知能と人間・社会 稲葉振一郎 [ほか] 編 勁草書房 007.13||Ji 220001442

13
自動人形 (オートマトン) の城 : 人工知能の意図理解を
めぐる物語

川添愛著 東京大学出版会 007.13||Ka 220001335

14
機械学習のエッセンス : 実装しながら学ぶPython、数
学、アルゴリズム (Machine Learning)

加藤公一著
SBクリエイティ
ブ

007.13||Ka 220001734

15 不確定性下の意思決定
Mykel J.Kochenderfer著/

麻生英樹 [ほか] 訳
共立出版 007.13||Ko 220001437

16 実践GAN : 敵対的生成ネットワークによる深層学習
Jakub Langr, Vladimir

Bok著/大和田茂訳
マイナビ出版 007.13||La 220001787

17 実践GAN : 敵対的生成ネットワークによる深層学習
Jakub Langr, Vladimir

Bok著/大和田茂訳
マイナビ出版 007.13||La 220001788

18 強化学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 森村哲郎著 講談社 007.13||Mo 220001310

19
TensorFlowとKerasで動かしながら学ぶディープラー
ニングの仕組み : 畳み込みニューラルネットワーク徹

中井悦司著 マイナビ出版 007.13||Na 220001791

20
機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープ
ラーニング) : C言語によるシミュレーション

小高知宏著 オーム社 007.13||Od 220001373

21 強化学習と深層学習 : C言語によるシミュレーション 小高知宏著 オーム社 007.13||Og 220001376

22
つくりながら学ぶ!深層強化学習 : PyTorchによる実践
プログラミング

小川雄太郎著 マイナビ出版 007.13||Og 220001786

23
つくりながら学ぶ!PyTorchによる発展ディープラーニ
ング

小川雄太郎著 マイナビ出版 007.13||Og 220001789

24
つくりながら学ぶ!PyTorchによる発展ディープラーニ
ング

小川雄太郎著 マイナビ出版 007.13||Og 220001790

25
Pythonではじめる教師なし学習 : 機械学習の可能性を
広げるラベルなしデータの利用

Ankur A. Patel著/中田秀
基訳

オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

007.13||Pa 220001820

26
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 220001816
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27
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 220001817

28 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 220001818

29

scikit-learnデータ分析実装ハンドブック : 実データに
合わせて最適な予測モデルを作る (Pythonライブラリ
定番セレクション)

毛利拓也 [ほか] 著 秀和システム 007.13||Sc 220001736

30

scikit-learnデータ分析実装ハンドブック : 実データに
合わせて最適な予測モデルを作る (Pythonライブラリ
定番セレクション)

毛利拓也 [ほか] 著 秀和システム 007.13||Sc 220001737

31
ベイズ深層学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ)

須山敦志著 講談社 007.13||Su 220001311

32
ベイズ深層学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ)

須山敦志著 講談社 007.13||Su 220001312

33
Pythonクローリング&スクレイピング : データ収集・
解析のための実践開発ガイド 増補改訂版

加藤耕太著 技術評論社 007.58||Ka 220001397

34
実践Rによるテキストマイニング : センチメント分
析・単語分散表現・機械学習・Pythonラッパー

石田基広著 森北出版 007.6||Is 220001501

35
数万件の汚いエクセルデータに困っている人のための

Excel多量データクレンジング
村田吉徳著 秀和システム 007.6||Mu 220001744

36 初歩のデータベース論 阿部武彦, 木村春彦著 共立出版 007.609||Ab 220001434

37 初歩のデータベース論 阿部武彦, 木村春彦著 共立出版 007.609||Ab 220001435

38
ゼロからはじめるデータサイエンス : Pythonで学ぶ基
本と実践 第2版

Joel Grus著/菊池彰訳
オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

007.609||Gr 220001821

39 Kaggleで勝つデータ分析の技術 門脇大輔 [ほか] 著 技術評論社 007.609||Ka 220001401

40 AIの未来をつくるビヨンド・ビッグデータ利活用術 柴山和久著
日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

007.609||Sh 220001385

41
Visual Studio Code実践ガイド : 最新コードエディタ
を使い倒すテクニック

森下篤著 技術評論社 007.63||Mo 220001404

42
Visual Studio Code実践ガイド : 最新コードエディタ
を使い倒すテクニック

森下篤著 技術評論社 007.63||Mo 220001405

43
Visual Studio Code実践ガイド : 最新コードエディタ
を使い倒すテクニック

森下篤著 技術評論社 007.63||Mo 220001406

44 留学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint入門 楳村麻里子 [ほか] 著 技術評論社 007.63||Ry 220001403

45 フレームワーク編 (ゼロから作るdeep learning:3) 斎藤康毅著
オライリー・
ジャパン/オーム
社 (発売)

007.63||Sa||3 220001819

46 RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習 有賀友紀, 大橋俊介著 技術評論社 007.64||Ar 220001393

47
Unityで神になる本。 : Unityでゼロから学ぶ、オリジ
ナルゲーム制作。

廣鉄夫著 オーム社 007.64||Hi 220001369

48
Swift実践入門 : 直感的な文法と安全性を兼ね備えた言
語 増補改訂第3版 (Web+DB Pressプラスシリーズ)

石川洋資, 西山勇世著 技術評論社 007.64||Is 220001407

49
Swift実践入門 : 直感的な文法と安全性を兼ね備えた言
語 増補改訂第3版 (Web+DB Pressプラスシリーズ)

石川洋資, 西山勇世著 技術評論社 007.64||Is 220001408

50
Swift実践入門 : 直感的な文法と安全性を兼ね備えた言
語 増補改訂第3版 (Web+DB Pressプラスシリーズ)

石川洋資, 西山勇世著 技術評論社 007.64||Is 220001409

51 Visual Studio Codeの教科書 : プログラマーのための
川崎庸市, 平岡一成, 阿佐
志保共著

マイナビ出版 007.64||Ka 220001792

52

Matplotlib & Seaborn実装ハンドブック : より美しい統
計データ可視化のための (Pythonライブラリ定番セレ
クション)

チーム・カルポ著 秀和システム 007.64||Ma 220001738

53

Matplotlib & Seaborn実装ハンドブック : より美しい統
計データ可視化のための (Pythonライブラリ定番セレ
クション)

チーム・カルポ著 秀和システム 007.64||Ma 220001739

54 作って学べるUnityVRアプリ開発入門
大嶋剛直, 松島寛樹, 河野
修弘共著

技術評論社 007.64||Os 220001392

55 1から始めるJuliaプログラミング 進藤裕之, 佐藤建太共著 コロナ社 007.64||Sh 220001450

56 Python実践データ分析100本ノック
下山輝昌, 松田雄馬, 三木
孝行著

秀和システム 007.64||Sh 220001742

57 Python実践データ分析100本ノック
下山輝昌, 松田雄馬, 三木
孝行著

秀和システム 007.64||Sh 220001743
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58
実践Fortran95プログラミング : フリーソフトg95,

gnuplotによるプログラミングから作図まで 第3版
田辺誠, 平山弘著 共立出版 007.64||Ta 220001436

59
35の名著でたどる科学史 : 科学者はいかに世界を綴っ
たか

小山慶太著 丸善出版 402||Ko 220001469

60 基礎科学で未来をつくる : 科学的意義と社会的意義 田村裕和 [ほか] 著 丸善出版 404||Ki 220001475

61 天才少年が解き明かす奇妙な数学! 続
アグニージョ・バナジー,

デイビッド・ダーリング
著/武井摩利訳

創元社 410.4||Ba||2 220001641

62
数学、それは宇宙の言葉 : 数学者が語る50のヴィジョ
ン

サム・パーク編/蟹江幸博
訳

岩波書店 410.4||Pa 220001295

63 数学の文化と進化 : 精神の帰郷 高瀬正仁著 現代数学社 410.4||Ta 220001583

64
特集=方程式を解く : 高校生に語る (数学文化:第32号.

Journal of mathematical culture)
日本評論社 410.5||Su||32 220001678

65 数学ゲーム必勝法 3

Elwyn R. Berlekamp,

John H. Conway, Richard

K. Guy著

共立出版 410.79||Su||3 220001427

66 数学ゲーム必勝法 4

Elwyn R. Berlekamp,

John H. Conway, Richard

K. Guy著

共立出版 410.79||Su||4 220001428

67
Foundations of hyperbolic manifolds 3rd ed (Graduate

texts in mathematics:149)
John G. Ratcliffe Springer 410.8||Gr||149 220001861

68
Spectral theory : basic concepts and applications

(Graduate texts in mathematics:284)
David Borthwick Springer 410.8||Gr||284 220001863

69 ベクトル解析 (共立講座 数学探検:12) 加須栄篤著 共立出版 410.8||Ky||12 220001424

70
Complex analysis, Riemann surfaces and integrable

systems (Moscow lectures:v. 3)
Sergey M. Natanzon Springer 410.8||Mo||3 220001862

71 Real and functional analysis (Moscow lectures:v. 4)
Vladimir I. Bogachev,

Oleg G. Smolyanov
Springer 410.8||Mo||4 220001864

72 リーマンと解析学 (リーマンの生きる数学:2) 志賀啓成著 共立出版 410.8||Ri||2 220001425

73 多変数の微積分 (数学のかんどころ:38) 酒井文雄著 共立出版 410.8||Su||38 220001430

74 手を動かしてまなぶ集合と位相 藤岡敦著 裳華房 410.9||Fu 220001624

75
山の上のロジック学園 : 不完全性定理をめぐる2週間
の授業日誌

田中一之著/バラマツヒト
ミ絵

日本評論社 410.9||Ta 220001691

76 集合と位相 増補新装版 (数学シリーズ) 内田伏一著 裳華房 410.9||Uc 220001620

77
格子暗号解読のための数学的基礎 : 格子基底簡約アル
ゴリズム入門 (IMIシリーズ : 進化する産業数学:3)

青野良範, 安田雅哉著 近代科学社 410||Ao 220001572

78 現代数学の基本概念 下 J.ヨスト著/清水勇二訳 丸善出版 410||Jo||2 220001476

79
基礎編 第2版 (大学生のための基礎シリーズ:1. 数学入
門:1)

上村豊, 坪井堅二著 東京化学同人 410||Ka 220001759

80 数理工学の世界
中村佳正, 京都大学工学
部情報学科数理工学コー
ス編集委員会編

日本評論社 410||Su 220001685

81 やさしい実験からゆたかな数学へ (実験数学読本:2) 矢崎成俊著 日本評論社 410||Ya 220001686

82 ヴァン・リント&ウィルソン組合せ論 下
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||2 220001471

83 手を動かしてまなぶ線形代数 藤岡敦著 裳華房 411.3||Fu 220001621

84 大学1・2年生のためのすぐわかる線形代数 石綿夏委也著 東京図書 411.3||Is 220001654

85
線型代数と固有値問題 : スペクトル分解を中心に 新装
版改訂増補

笠原晧司著 現代数学社 411.3||Ka 220001581

86 線形代数講義 南和彦著 裳華房 411.3||Mi 220001276

87 テキストブック線形代数 佐藤隆夫著 裳華房 411.3||Sa 220001623

88
信号処理のための線形代数入門 : 特異値解析から機械
学習への応用まで

関原謙介著 共立出版 411.3||Se 220001423

89 線形代数 : 大学教養 (チャート式シリーズ) 数研出版編集部編著 数研出版 411.3||Se 220001628

90
予備校のノリで学ぶ線形代数 : ヨビノリ : ツマるポイ
ントを徹底解説

ヨビノリたくみ著 東京図書 411.3||Yo 220001657

91 固有値計算と特異値計算 (計算力学レクチャーコース) 長谷川秀彦 [ほか] 著 丸善出版 411.35||Ko 220001477

92 ガロアを読む : 第I論文研究 倉田令二朗著 日本評論社 411.73||Ku 220001873

93
特異点入門 改訂版 (シュプリンガー現代数学シリー
ズ)

石井志保子著 丸善出版 411.8||Is 220001478

94 初学者のための代数幾何 永田雅宜著 現代数学社 411.8||Na 220001584

95 フェルマァ予想の峻嶺 オンデマンド 1 松田道彦著 [松田道彦] 412.2||Ma||1 220001286

96 フェルマァ予想の峻嶺 オンデマンド 2 松田道彦著 [松田道彦] 412.2||Ma||2 220001287

97 フェルマァ予想の峻嶺 オンデマンド 3 松田道彦著 [松田道彦] 412.2||Ma||3 220001288

98 数の女王 川添愛著 東京書籍 412||Ka 220001650
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99 ニュートン無限級数の衝撃 (大数学者の数学:18) 長田直樹著 現代数学社 413.2||Os 220001578

100 これからの微分積分 新井仁之著 日本評論社 413.3||Ar 220001689

101 微積分のこころに触れる旅 : 掛谷の問題に導かれて

ヴァンソン・ボレリ,

ジャン‐リュック・リュ
リエール著/庵原謙治, 庵
原優子訳

日本評論社 413.3||Bo 220001687

102 手を動かしてまなぶ微分積分 藤岡敦著 裳華房 413.3||Fu 220001622

103 初学者のための偏微分∂を学ぶ 井ノ口順一著 現代数学社 413.3||In 220001579

104 大学1・2年生のためのすぐわかる微分積分 石綿夏委也著 東京図書 413.3||Is 220001653

105
インフィニティ・パワー : 宇宙の謎を解き明かす微積
分

S.ストロガッツ著/徳田功
訳

丸善出版 413.3||St 220001479

106 微積分の基礎 (スチュワート微分積分学:1)
James Stewart著/飯田博
和訳

東京化学同人 413.3||St||1 220001754

107 微積分の応用 (スチュワート微分積分学:2)
James Stewart著/伊藤雄
二, 秋山仁訳

東京化学同人 413.3||St||2 220001755

108 自然流微積分 : 20世紀からの覚醒 山崎洋平著 現代数学社 413.3||Ya 220001580

109 等角不変量 : 幾何学的関数論の話題
L.V. アールフォルス著/大
沢健夫訳

現代数学社 413.52||Ah 220001585

110 楕円積分と楕円関数 : おとぎの国の歩き方 武部尚志著 日本評論社 413.57||Ta 220001688

111
多変数解析関数論 : 学部生へおくる岡の連接定理 第2

版
野口潤次郎著 朝倉書店 413.58||No 220001346

112
岡潔多変数解析関数論の造形 : 西欧近代の数学への挑

戦
高瀬正仁著 東京大学出版会 413.58||Ta 220001330

113 フーリエ解析入門 第2版 谷川明夫著 共立出版 413.59||Ta 220001429

114 弱点克服大学生の微分方程式 江川博康著 東京図書 413.6||Eg 220001655

115 はじめての応用解析 (Iwanami mathematics) 藤田宏, 齊藤宣一著 岩波書店 413.6||Fu 220001293

116 大学1・2年生のためのすぐわかる微分方程式 石綿夏委也著 東京図書 413.6||Is 220001656

117 声に出して学ぶ解析学 (Iwanami mathematics)
ララ・オールコック [著]/

斎藤新悟, 水原文訳
岩波書店 413||Al 220001294

118 実解析の助け舟 : 証明の理解に必要なすべてのツール
Raffi Grinberg著/蟹江幸博
訳

共立出版 413||Gr 220001426

119
数楽工作倶楽部 : 多面体の工作で体験する美しい数学
の世界

廣澤史彦著 共立出版 414.13||Hi 220001433

120
応用のための積分幾何学 : 図形の測度:道路網・市街
地・施設配置

腰塚武志著 近代科学社 414.7||Ko 220001571

121 よみがえる非ユークリッド幾何 足立恒雄著 日本評論社 414.8||Ad 220001684

122
離散幾何学フロンティア : タイル・メーカー定理と分
解回転合同

秋山仁著 近代科学社 414||Ak 220001573

123
曲線と曲面の現代幾何学 : 入門から発展へ (Iwanami

mathematics)
宮岡礼子著 岩波書店 414||Mi 220001292

124 ヒルベルト空間論&作用素論 中村英樹著 現代数学社 415.5||Na 220001582

125 ファイバー束とホモトピー 玉木大著 森北出版 415.7||Ta 220001493

126
確率システムにおける制御理論 (シリーズ情報科学に
おける確率モデル:6)

向谷博明著 コロナ社 417.1||Mu 220001449

127 量子ウォークの新展開 : 数理構造の深化と応用
今野紀雄, 井手勇介共編
著

培風館 417.1||Ry 220001699

128 はじめての最適化 関口良行著 近代科学社 417||Se 220001570

129 しくみがわかるベイズ統計と機械学習 手塚太郎著 朝倉書店 417||Te 220001347

130

NumPy & SciPy数値計算実装ハンドブック : 数値シ

ミュレーション入門者のための (Pythonライブラリ定
番セレクション)

松田康晴 [ほか] 著 秀和システム 418.1||Nu 220001740

131

NumPy & SciPy数値計算実装ハンドブック : 数値シ
ミュレーション入門者のための (Pythonライブラリ定
番セレクション)

松田康晴 [ほか] 著 秀和システム 418.1||Nu 220001741

132
数値計算のためのFortran90/95プログラミング入門 第
2版

牛島省著 森北出版 418.1||Us 220001500

133 物理の見方・考え方 (江沢洋選集:第1巻)
江沢洋, 上條隆志編/江沢
洋, 上條隆志, 田崎晴明著

日本評論社 420.8||Ez||1 220001679

134 相対論と電磁場 (江沢洋選集:第2巻)
江沢洋, 上條隆志編/江沢
洋, 上條隆志, 小島昌夫著

日本評論社/亀書
房

420.8||Ez||2 220001680

135 量子力学的世界像 (江沢洋選集:第3巻)
江沢洋, 上條隆志編/江沢
洋, 上條隆志, 山本義隆著

日本評論社/亀書
房

420.8||Ez||3 220001681

136 物理学と数学 (江沢洋選集:第4巻)
江沢洋, 上條隆志編/江沢
洋, 上條隆志, 中村徹著

日本評論社 420.8||Ez||4 220001682

137 歴史から見る物理学 (江沢洋選集:5)
江沢洋, 上條隆志編/江沢
洋, 上條隆志, 岡本拓司著

日本評論社 420.8||Ez||5 220001683



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

138 物質科学のための量子力学 : 演習問題・詳解付 市川恒樹著 三共出版 421.3||Ic 220001217

139
ここからはじまる量子場 : ドレスト光子が開くオフ
シェル科学

大津元一, 小嶋泉編著/西
郷甲矢人 [ほか] 著

朝倉書店 421.3||Ko 220001352

140
カシミール物理への招待 : 次世代マイクロ・ナノデバ
イスの実現に向けて

岡田勘三著 日本評論社 421.3||Ok 220001690

141 新しい統計力学 : 多粒子系の量子力学から構築する 佐宗哲郎著
風詠社/星雲社
(発売)

421.3||Sa 220001643

142 量子力学 (スタンフォード物理学再入門)

レオナルド・サスキンド,

アート・フリードマン著/

森弘之訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

421.3||Su 220001784

143 古典場から量子場への道 増補第2版 高橋康, 表實著 講談社 421.3||Ta 220001214

144 統計力学 1 (東京大学工学教程. 基礎系物理学)

東京大学工学教程編纂委
員会編/宮下精二, 今田正
俊著

丸善出版 421.4||To||1 220001472

145 統計力学 2 (東京大学工学教程. 基礎系物理学)

東京大学工学教程編纂委
員会編/宮下精二, 今田正
俊著

丸善出版 421.4||To||2 220001473

146
数理物理学の方法 下 (シュプリンガー数学クラシック
ス:第26-27巻)

R.クーラント, D.ヒルベ
ルト著/藤田宏, 高見穎郎,

石村直之訳

丸善出版 421.5||Co||2 220001470

147
解析力学と微分方程式 (数学と物理の交差点:1.

Crossroads of mathematics and physics)
磯崎洋著 共立出版 421.5||Is 220001431

148
1変数の微積分と常微分方程式 (ヴィジュアルガイド物
理数学)

前野昌弘著 東京図書 421.5||Ma 220001651

149 多変数関数と偏微分 (ヴィジュアルガイド物理数学) 前野昌弘著 東京図書 421.5||Ma 220001652

150
量子解析のための作用素環入門 (数学と物理の交差
点:5. Crossroads of mathematics and physics)

山上滋著 共立出版 421.5||Ya 220001432

151 現代解析力学入門 井田大輔著 朝倉書店 423.35||Id 220001351

152 力学 (スタンフォード物理学再入門)

レオナルド・サスキンド,

ジョージ・ラボフスキー
著/森弘之訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

423||Su 220001783

153 フーリエ熱の解析的理論 フーリエ [著]/西村重人訳 朝倉書店 426.3||Fo 220001345

154 熱力学の数理 新井朝雄著 日本評論社 426.5||Ar 220001692

155
演習しよう熱・統計力学 : これでマスター!学期末・大
学院入試問題 (ライブラリ物理の演習しよう:4)

北孝文著
数理工学社/サイ
エンス社 (発売)

426.5||Ki 220001813

156 超伝導 (朝倉物理学大系:22) 高田康民著 朝倉書店 427.45||Ta 220001353

157
高電圧プラズマ工学 (電気・電子・情報・通信基礎
コース)

林泉著 丸善 427.6||Ha 220001474

158 プラズマ化学と世界を救う技術 基礎編/応用編 田丸滋, 坂の上零著 ヒカルランド 427.6||Ta 220001810

159
プラズマ化学はこうして人体の危機を救う?! : ウィル
ス・放射線・糖尿病・ガンその他

田丸滋, 坂の上零著 ヒカルランド 427.6||Ta 220001811

160
電磁気学演習 第3版 (理工基礎物理学演習ライブラ
リ:3)

山村泰道, 北川盈雄共著 サイエンス社 427||Ya 220001613

161 固体物性の基礎 沼居貴陽著 共立出版 428.4||Nu 220001416

162 材料物性の基礎 沼居貴陽著 共立出版 428||Nu 220001417

163 荒勝文策と原子核物理学の黎明 政池明著
京都大学学術出

版会
429.5||Ma 220001763

164 コンパクト化合物命名法入門 田島慶三著 東京化学同人 430.34||Ta 220001760

165 化学のための数学・物理 (物理化学入門シリーズ) 河野裕彦著 裳華房 430.7||Ko 220001626

166 ブラックマン基礎化学
Blackman [ほか著]/錦織紳
一, 野口徹, 平岡秀一訳

東京化学同人 430||Bu 220001758

167 教養の化学 : 暮らしのサイエンス
D.P.Heller, C.H.Snyder著/

渡辺正訳
東京化学同人 430||He 220001756

168 化学 : 物質の構造と性質を理解する 新しい化学教育研究会編 学術図書出版社 430||Ka 220001208

169
超分子ポリマー : 超分子・自己組織化の基礎から先端
材料への応用まで (CSJ Current Review:33)

日本化学会編 化学同人 431.1||Ch 220001551

170 配位化学 : 金属錯体の化学 第2版
F.バソロ, R.C.ジョンソン
共著/山田祥一郎訳

化学同人 431.13||Ba 220001547

171
錯体化学 : 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)

長谷川靖哉, 伊藤肇著 講談社 431.13||Ha 220001306

172 錯体化学 (化学の指針シリーズ) 佐々木陽一, 柘植清志著 裳華房 431.13||Sa 220001625

173 錯体化学入門 第3版 (共立全書:149) 柴田村治著 共立出版 431.13||Sh 220001415

174 実験でわかる触媒のひみつ 廣木一亮, 里川重夫共著 コロナ社 431.35||Hi 220001457
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175
高機能性金属錯体が拓く触媒科学 : 革新的分子変換反
応の創出をめざして (CSJ Current Review:37)

日本化学会編 化学同人 431.35||Ni 220001554

176 フォトクロミズム (化学の要点シリーズ:30)
阿部二朗, 武藤克也, 小林
洋一著/日本化学会編

共立出版 431.5||Ab 220001418

177
光化学フロンティア : 未来材料を生む有機光化学の基
礎 (Dojin academic series:9)

水野一彦, 宮坂博, 池田浩
編

化学同人 431.5||Ko 220001555

178

プラズモンと光圧が導くナノ物質科学 : ナノ空間に閉
じ込めた光で物質を制御する (CSJ Current

Review:32)

日本化学会編 化学同人 431.5||Ni 220001550

179
色素増感 : カラーフィルムからペロブスカイト太陽電
池まで (化学の要点シリーズ:36)

谷忠昭著/日本化学会編 共立出版 431.5||Ta 220001421

180
現代界面コロイド化学の基礎 : 原理・応用・測定ソ
リューション 第4版

日本化学会編 丸善出版 431.8||Ge 220001468

181
コロイド・界面化学 : 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)

辻井薫 [ほか] 著 講談社 431.8||Ko 220001314

182 化学熱力学・反応速度論 (たのしい物理化学:1) 加納健司, 山本雅博 [著] 講談社 431||Ta||1 220001304

183 LC/MS, LC/MS/MSのメンテナンスとトラブル解決
日本分析化学会液体クロ
マトグラフィー研究懇談
会編

オーム社 433.45||Lc 220001371

184 LC/MS, LC/MS/MS Q&A100 虎の巻
日本分析化学会液体クロ
マトグラフィー研究懇談
会編

オーム社 433.45||Lc 220001374

185 LC/MS, LC/MS/MS Q&A100 龍の巻
日本分析化学会液体クロ
マトグラフィー研究懇談
会編

オーム社 433.45||Lc 220001375

186 LC/MS, LC/MS/MS Q&A100 獅子の巻
日本分析化学会液体クロ
マトグラフィー研究懇談
会編

オーム社 433.45||Lc 220001378

187 分析化学反応の基礎 : 演習と実験 改訂版
日本分析化学会北海道支
部・東北支部共編

培風館 433||Bu 220001700

188 有機・分光分析編 (機器分析ハンドブック:1)
川﨑英也, 中原佳夫, 長谷
川健編

化学同人 433||Ka||1 220001560

189 基本分析化学 : イオン平衡から機器分析法まで
北條正司, 一色健司編著/

梅谷重夫 [ほか] 共著
三共出版 433||Ki 220001616

190 基礎分析化学演習 新版, 第2版 菅原正雄著 三共出版 433||Su 220001617

191
交響曲第6番「炭素物語」 : 地球と生命の進化を導く
元素

ロバート・M.ヘイゼン著/

渡辺正訳
化学同人 435.6||Ha 220001563

192 フロンティア軌道論で理解する有機化学
稲垣都士, 池田博隆, 山本
尚著

化学同人 437.01||In 220001557

193 C-H結合活性化反応 (化学の要点シリーズ:34)

イリエシュ ラウレアン,

浅子壮美, 吉田拓未著/日
本化学会編

共立出版 437.2||La 220001420

194
The organometallic chemistry of the transition metals

7th ed : hardback
Robert H. Crabtree Wiley 437.8||Cr 220001859

195 臭素およびヨウ素化合物の有機合成 : 試薬と合成法 マナック(株)研究所著 丸善出版 437.8||Sh 220001467

196
大学院をめざす人のための有機化学演習 : 基本問題と
院試問題で実戦トレーニング!

東郷秀雄著 化学同人 437||To 220001556

197 ボルハルト・ショアー現代有機化学 第8版 上
K.P.C. Vollhardt, N.E.

Schore [著]/大嶌幸一郎
[ほか] 訳

化学同人 437||Vo||1 220001561

198 ボルハルト・ショアー現代有機化学 第8版 下
K.P.C. Vollhardt, N.E.

Schore [著]/大嶌幸一郎
[ほか] 訳

化学同人 437||Vo||2 220001562

199 有機化学1000本ノック 命名法編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 220001558

200 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 220001559

201 天然物化学
菅原二三男編著/浅見忠男
[ほか] 共著

コロナ社 439||Te 220001456

202
Basic calculus of planetary orbits and interplanetary

flight : the missions of the Voyagers, Cassini, and Juno
Alexander J. Hahn Springer 441.2||Ha 220001860

203 太陽・惑星系と地球 (現代地球科学入門シリーズ:1) 佐々木晶 [ほか] 著 共立出版 445||Ta 220001422

204
クリエーターのための超速地図デザイン術 :

Illustrator+無料アプリでここまでできる!
原田鎮郎著 技術評論社 448.9||Ha 220001394

205
GISと地理空間情報 : ArcGIS 10.7とArcGIS Pro2.3の
活用 5訂版

橋本雄一編 古今書院 448.9||Ha 220001586

206 地球・惑星・生命 日本地球惑星科学連合編 東京大学出版会 450.4||Ch 220001336

207
地球進化学 : 地球の歴史を調べ、考え、そして将来を
予測するために 改訂版 (地球学シリーズ:2)

藤野滋弘 [ほか] 編 古今書院 450.8||Ch||2 220001589
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208 基礎地球科学 第3版
西村祐二郎編著/西村祐二
郎 [ほか] 著

朝倉書店 450||Ki 220001354

209 詳解大気放射学 : 基礎と気象・気候学への応用
グラント W.ペティ著/近
藤豊, 茂木信宏訳

東京大学出版会 451.34||Pe 220001331

210 日経バイオ年鑑 : 研究開発と市場・産業動向 2020 日経バイオテク編
日経マグロウヒ
ル社

460.59||Ni||'20 220001388

211

初めてでもできる!超解像イメージング : STED、
PALM、STORM、SIM、顕微鏡システムの選定から撮
影のコツと撮像例まで (実験医学:別冊. 最強のステッ
プUPシリーズ)

岡田康志編 羊土社 463.07||Ha 220001542

212
生命機能に迫る分子化学 : 生命分子を真似る、飾る、
超える (CSJ Current Review:30)

日本化学会編 化学同人 464.1||Se 220001549

213
アスタキサンチンの機能と応用 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:687. 食品シリーズ)

吉川敏一, 内藤裕二監修
シーエムシー出
版

464.7||As 220001608

214 生物有機化学 : 生物活性物質を中心に 第2版 長澤寛道著 東京化学同人 464||Na 220001757

215 細胞の代謝・物質の動態 (細胞機能と代謝マップ:1) 日本生化学会編 東京化学同人 464||Sa||1 220001753

216
生体分子反応を制御する : 化学的手法による機構と反
応場の解明 (CSJ Current Review:36)

日本化学会編 化学同人 464||Se 220001553

217 バイオインフォマティクス : Pythonによる実践レシピ
Tiago Antao [著]/阿久津達
也, 竹本和広訳

朝倉書店 467.3||An 220001348

218 バイオインフォマティクス : Pythonによる実践レシピ
Tiago Antao [著]/阿久津達

也, 竹本和広訳
朝倉書店 467.3||An 220001349

219 ゲノム : 生命情報システムとしての理解 第4版 T.A. ブラウン著
メディカル・サ
イエンス・イン
ターナショナル

467.3||Br 220001766

220 よくわかるバイオインフォマティクス入門 藤博幸編 講談社 467.3||To 220001309

221 森林の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:2) 鈴木牧 [ほか] 著 朝倉書店 468||Hi||2 220001355

222 森林の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:2) 鈴木牧 [ほか] 著 朝倉書店 468||Hi||2 220001356

223 医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 大竹文雄, 平井啓編著 東洋経済新報社 490.14||Ir 220001659

224 シナリオで学ぶ医療現場の臨床心理検査 津川律子, 篠竹利和著 誠信書房 490.14||Ts 220001633

225 死を前にした人にあなたは何ができますか? 小澤竹俊著 医学書院 490.15||Oz 220001363

226
解剖学総論/運動器系 第3版 (プロメテウス : 解剖学ア
トラス)

Michael Schünke, Erik

Schulte, Udo

Schumacher著/足立和隆
[ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 220001361

227 プロメテウス : 解剖学コアアトラス 第3版
Anne M. Gilroy, Brian R.

MacPherson [編]/市村浩
一郎, 澤井直訳

医学書院 491.1||Pu 220001364

228
頭頸部/神経解剖 第3版 (プロメテウス : 解剖学アトラ
ス:[3])

Michael Schünke, Erik

Schulte, Udo

Schumacher著/天野修 [ほ
か] 訳

医学書院 491.1||Pu 220001366

229
胸部/腹部・骨盤部 第3版 (プロメテウス : 解剖学アト
ラス:[2])

Michael Schünke, Erik

Schulte, Udo

Schumacher著/青山裕彦
[ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 220001367

230 MATLABで学ぶ生体信号処理 小野弓絵著 コロナ社 491.3||On 220001459

231 新生理学 第7版 : フルカラー新装版 (Qシリーズ) 竹内昭博著 日本医事新報社 491.3||Ta 220001618

232
細胞のシグナル伝達 : システムとしての共通原理にも
とづく理解

ウェンデル リム, ブルー
ス メイヤー, トニー ポー
ソン著

メディカル・サ
イエンス・イン
ターナショナル

491.31||Li 220001841

233 カンデル神経科学
Eric R. Kandel [ほか] 編
/Sarah Mackアート・エ
ディター

メディカル・サ
イエンス・イン
ターナショナル

491.37||Ka 220001840

234 聞くと話すの脳科学 (音響サイエンスシリーズ:17)
廣谷定男編著/筧一彦 [ほ
か] 共著

コロナ社 491.375||Ki 220001447

235 一目でわかる代謝 第2版
J.G. Salway [著]/麻生芳郎
訳

メディカル・サ
イエンス・イン
ターナショナル

491.47||Sa 220001289

236 臨床に役立つ!病理診断のキホン教えます 伊藤智雄編 羊土社 491.6||Ri 220001546

237 微生物学 (栄養科学イラストレイテッド) 大橋典男編 羊土社 491.7||Bi 220001544

238
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 220001619

239 顕微鏡検査ハンドブック : 臨床に役立つ形態学 菅野治重 [ほか] 編集 医学書院 492.1||Ke 220001359

240

はじめての医用画像ディープラーニング : 基礎・応
用・事例 2020-2021年版 (医療AIとディープラーニン
グシリーズ)

藤田広志編 オーム社 492.8||Ha 220001381

241
入門編 2020-2021年版 (医療AIとディープラーニング
シリーズ. 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||Ny 220001382



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

242
Pythonによる医用画像処理入門 (医療AIとディープ
ラーニングシリーズ)

上杉正人, 平原大助, 齋藤
静司共編

オーム社 492.8||Py 220001383

243 エビデンスからわかる患者と家族に届く緩和ケア 森田達也, 白土明美著 医学書院 492.918||Mo 220001360

244 慢性疼痛診療ハンドブック 池本竜則編著 中外医学社 492||Ma 220001663

245
小児期トラウマと闘うツール : 進化・浸透するACE対
策 (フェニックスシリーズ:95)

ナディン・バーク・ハリ
ス著/片桐恵理子訳

パンローリング 493.09||Bu 220001603

246
小児期トラウマがもたらす病 : ACEの実態と対策
(フェニックスシリーズ:67)

ドナ・ジャクソン・ナカ
ザワ著/清水由貴子訳

パンローリング 493.09||Na 220001602

247 心の臨床を哲学する 榊原英輔 [ほか] 編著 新曜社 493.7||Ko 220001722

248 自律訓練法の実際 : 心身の健康のために 佐々木雄二著 創元社 493.7||Sa 220001639

249 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 220001595

250
認知行動療法トレーニングブック : DVD Web動画付
第2版

Jesse H. Wright, Gregory

K. Brown, Michael E.

Thase [ほか著]/大野裕, 奥
山真司監訳

医学書院 493.72||Ni 220001365

251
不安とうつの統一プロトコル : 診断を越えた認知行動
療法 臨床応用編

デイビッド H.バーロウ
[ほか] 著/伊藤正哉, 堀越
勝訳

診断と治療社 493.74||Fu 220001718

252
トラウマとアディクションからの回復 : ベストな自分
を見つけるための方法

リサ・M・ナジャヴィッ
ツ著/浅田仁子訳

金剛出版 493.74||Na 220001599

253
撃ち落とされたエイズの巨星 : HIV/AIDS撲滅をめざし

たユップ・ランゲ博士の闘い (PEAK books:PB01)

シーマ・ヤスミン著/鴨志

田恵訳
羊土社 493.878||Ya 220001543

254 死にゆく患者 (ひと) と、どう話すか 國頭英夫著 医学書院 494.5||Ku 220001362

255
幸せになれる脳をつくる : 「ポジティブ」を取り込む
4ステップの習慣

リック・ハンソン著/浅田
仁子訳

実務教育出版 498.39||Ha 220001723

256 エッセンシャル食品化学
中村宜督, 榊原啓之, 室田
佳恵子編著

講談社 498.53||Es 220001307

257 エッセンシャル食品化学
中村宜督, 榊原啓之, 室田
佳恵子編著

講談社 498.53||Es 220001308

258
Excelで学ぶ食品微生物学 : 増殖・死滅の数学モデル
予測

藤川浩著 オーム社 498.54||Fu 220001372

259 食品衛生学 改訂第2版 (栄養科学イラストレイテッド) 田﨑達明編 羊土社 498.54||Sh 220001545

260 新入門食品衛生学 改訂第4版 松岡麻男[ほか]共著 南江堂 498.54||Sh 220001669

261
新食品衛生学要説 : 食べ物と健康・食品と衛生 2020

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||'20 220001368

262

ポリフェノール : 薬用植物および食品の機能性成分 普
及版 (CMCテクニカルライブラリー:699. 食品シリー
ズ)

波多野力監修
シーエムシー出
版

498.55||Po 220001609

263
食品機能性成分の吸収・代謝機構 普及版 (CMCテクニ
カルライブラリー:717. 食品シリーズ)

宮澤陽夫監修
シーエムシー出
版

498.55||Sh 220001611

264
医療人類学を学ぶための60冊 : 医療を通して「当たり
前」を問い直そう

澤野美智子編著 明石書店 498||Ir 220001525

265 身体活動学入門 木村朗著 三共出版 498||Ki 220001615

266 シンプル衛生公衆衛生学 2020 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'20 220001668

267

ラズパイ×ArduinoでI/O!LabVIEWコンピュータ・プロ
グラム集 : 生物/化学/物理/ロボット…実験や研究に今
すぐ使える (計測・制御シリーズ)

大橋康司著 CQ出版 501.22||Oh 220001724

268
有機・無機材料の相転移ダイナミクス : 数理から未来
のマテリアル開発まで (CSJ Current Review:35)

日本化学会編 化学同人 501.4||Yu 220001552

269
21世紀の太陽光発電 : テラワット・チャレンジ (シ
リーズ21世紀のエネルギー:12)

荒川裕則著 コロナ社 501.6||Sh||12 220001458

270 良い製品開発 : 実践的ものづくり現場学 三木博幸著
日本経済新聞出
版社

509.6||Mi 220001675

271
土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 6 アメリ
カ・オセアニア編

建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部編

ダイヤモンド社 510.2||Do||6 220001649

272
地質・地盤系実務者のための探査・調査法ガイド : 計
画から発注・調査まで

Geo Tec研究会編 古今書院 511.27||Ch 220001590

273
地震時における地盤災害の課題と対策 : 2011年東日本
大震災の教訓と提言 第2次

地盤工学会平成
23年度学会提言
の検証と評価に
関する委員会

511.3||Ji 220001291

274 地盤断面図の読み方と作り方 (入門シリーズ:31)
地盤断面図の読み方と作
り方編集委員会編

地盤工学会 511.3||Ji 220001836

275
河川堤防の調査・検討から維持管理まで (地盤工学・
実務シリーズ:33)

地盤工学会河川堤防の調
査・検討から維持管理ま
で編集委員会編集

地盤工学会/丸善
出版 (発売)

511.3||Ji||33 220001837



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

276 土質力学 第8版
河上房義, 森芳信, 柳沢栄
司共著

森北出版 511.3||Ka 220001494

277
新しい設計法に対応した土と基礎の設計計算演習 平
成29年度版

地盤工学会, 土と基礎の
設計計算演習改訂版編集
委員会編

地盤工学会/丸善
出版株式会社 (発
売)

513.1||At 220001835

278 図説わかる土木計画
松村暢彦編著/石内鉄平
[ほか] 著

学芸出版社 513.1||Ma 220001567

279
擁壁の設計法と計算例 : 擁壁工指針に基づいた目から
ウロコ

右城猛著 理工図書 513.7||Us 220001793

280
インフラメンテナンス : 日本列島365日、道路はこう
して守られている

山崎エリナ撮影 グッドブックス 514.8||Ya 220001850

281 図説わかる交通計画
森田哲夫, 湯沢昭編著/猪
井博登 [ほか] 著

学芸出版社 514||Mo 220001566

282 水理学解説
柴山知也編著/高木泰士
[ほか] 共著

コロナ社 517.1||Su 220001455

283 水理学 : 例題・演習 日本大学水理学研究会編 理工図書 517.1||Su 220001795

284 技術者に必要な河川災害・地形の知識 末次忠司著 鹿島出版会 517.4||Su 220001411

285 水システム講義 : 持続可能な水利用に向けて (東大塾) 古米弘明, 片山浩之編 東京大学出版会 517||Fu 220001332

286
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 220001412

287 実践版!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/日経BP

マーケティング
(発売)

518.85||Ji 220001390

288 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 220001782

289
現場で役立つ環境分析の基礎 : 水と土壌の元素分析 第
2版

日本分析化学会編 オーム社 519.15||Ge 220001377

290

Come On!目を覚まそう! : ローマクラブ『成長の限
界』から半世紀 : 環境危機を迎えた「人新世」をどう
生きるか?

エルンスト・フォン・ワ
イツゼッカー, アンダー
ス・ワイクマン編著/中村
秀規 [ほか] 訳

明石書店 519||Co 220001527

291 世界建築大全 : より深く楽しむために
ジョナサン・グランシー
著/[梅田智世, 上原裕美子,

神田由布子訳]

日東書院本社 520.2||Se 220001673

292 漂うモダニズム 槇文彦著 左右社 520.4||Ma 220001843

293 新米建築士の教科書 飯塚豊著 秀和システム 520.7||Ii 220001735

294
建築士の一日 (暮らしを支える仕事見る知るシリーズ :

10代の君の「知りたい」に答えます)

WILLこども知育研究所編
著

保育社 520.7||Ke 220001711

295 アルヴァ・アールトの建築 (エレメント&ディテール) 小泉隆文・写真 学芸出版社 520.87||Al 220001568

296 施工がわかるイラスト建築生産入門
日本建設業連合会編/川崎
一雄イラスト

彰国社 520.9||Se 220001463

297 現代建築史
ケネス・フランプトン著/

中村敏男訳
青土社 523.07||Fr 220001726

298 現代建築入門
ケネス・フランプトン著/

中村敏男訳
青土社 523.07||Fr 220001727

299 環境デザインマップ日本
建築設備綜合協会環境デ
ザインマップ編集委員会
編

総合資格 523.1||Ka 220001808

300 生きた建築大阪 [1] 橋爪紳也 [ほか] 著 140B 523.163||Ik||1 220001844

301 生きた建築大阪 2 橋爪紳也 [ほか] 著 140B 523.163||Ik||2 220001845

302
鉄筋コンクリート建築の考古学 : アナトール・ド・ボ
ドーとその時代

後藤武著 東京大学出版会 523.35||Go 220001337

303
図説ヴェルサイユ宮殿 : 太陽王ルイ14世とブルボン王
朝の建築遺産 増補新装版 (ふくろうの本)

中島智章著 河出書房新社 523.35||Na 220001413

304
リノベーションからみる西洋建築史 : 歴史の継承と創
造性

伊藤喜彦 [ほか] 著 彰国社 523||Ri 220001464

305 建築物荷重指針・同解説 第5版 日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.1||Ke 220001772

306 建築物荷重指針を活かす設計資料 1 日本建築学会編著
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.1||Ke 220001773

307
構造最適化の最近の発展と設計への応用事例 (応用力
学シリーズ:14)

日本建築学会編集著作
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.1||Ko 220001779



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

308 鋼構造塑性設計指針 第3版 日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.6||Ko 220001774

309 鋼構造座屈設計指針 : 1980制定2018改定 第4版 日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.6||Ko 220001776

310 鋼構造許容応力度設計規準 : 2019制定 日本建築学会編
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.6||Ko 220001778

311 RC造・鉄骨造 (建物できるまで図鑑)
瀬川康秀絵・文/大野隆司
文

エクスナレッジ 524.7||Se 220001577

312 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2018改定 日本建築学会編
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.7||Te 220001777

313 鋼構造制振設計指針 日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

524.91||Ko 220001771

314 耐震シミュレーションwallstatガイド 鈴木強著 学芸出版社 524.91||Su 220001275

315

鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・
同解説 : AIJ guidelines for seismic design of reinforced

concrete foundation members (draft)

日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (出版)

524.91||Te 220001775

316 構造設計を仕事にする : 思考と技術・独立と働き方
坂田涼太郎 [ほか] 編著,

小澤雄樹 [ほか] 著
学芸出版社 524||Ko 220001565

317 構造・構築・建築 : 佐々木睦朗の構造ヴィジョン 佐々木睦朗 [ほか] 著 LIXIL出版 524||Ko 220001812

318
鉄筋コンクリート工事 第15版 (建築工事標準仕様書・
同解説:JASS5)

日本建築学会編集
日本建築学会/丸
善出版 (発売)

525.3||Te 220001780

319 なぜ僕らは今、リノベーションを考えるのか
大島芳彦, ブルースタジ

オ著
学芸出版社 527.04||Os 220001564

320 図解世界の名作住宅 中山繁信 [ほか] 著 エクスナレッジ 527.1||Zu 220001575

321
鉄筋コンクリートでマイホームを建てる : 安心・快適
な家を手に入れたい!

磯崎慎一著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

527||Is 220001460

322 昇降機工学 藤田聡 [ほか] 著
東京電機大学出
版局

528.5||Sh 220001666

323

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・技術士試験」

土井正好著 コロナ社 530||Do 220001454

324 はじめての振動工学
藤田聡, 古屋治, 皆川佳祐
著

東京電機大学出
版局

531.18||Fu 220001664

325 はじめての振動工学
藤田聡, 古屋治, 皆川佳祐
著

東京電機大学出
版局

531.18||Fu 220001665

326 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 220001453

327 タイヤ工学 : 入門から応用まで 復刻版 酒井秀男著 グランプリ出版 537.4||Sa 220001830

328
車載機器におけるパワー半導体の設計と実装 (設計技
術シリーズ)

岩室憲幸著 科学情報出版 537.6||Iw 220001847

329
零戦の振動 : 機体振動とエンジン・プロペラ振動のメ
カニズム

安藤隆幸著 オリンピア印刷 538.7||An 220001290

330
次世代電力システム設計論 : 再生可能エネルギーを活
かす予測と制御の調和

井村順一, 原辰次編著 オーム社 540.9||Ji 220001384

331

太陽光発電のスマート基幹電源化 : IoT/AIによるス
マートアグリゲーションがもたらす未来の電力システ
ム

井村順一, 原辰次編著 日刊工業新聞社 540.9||Ta 220001672

332 高電圧絶縁技術
電気学会・高電圧電気絶

縁技術の歴史調査専門委
員会編

オーム社 541.33||Ko 220001380

333
高電圧パルスパワー工学 (実践的技術者のための電気
電子系教科書シリーズ)

高木浩一, 金澤誠司編著/

猪原哲 [ほか] 共著
理工図書 541.33||Ko 220001794

334 メカトロニクスのモーター技術 見城尚志, 佐渡友茂著 技術評論社 542.23||Ke 220001410

335
省エネモータドライブシステムの基礎と設計法 (設計
技術シリーズ)

森本茂雄, 井上征則著 科学情報出版 542.33||Mo 220001848

336
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 220001370

337

LED照明のアプリケーションと技術 : 光学設計・評
価・光学部品 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:703. エレクトロニクスシリーズ)

関英夫監修
シーエムシー出
版

545||Le 220001610

338
TCP技術入門 : 進化を続ける基本プロトコル
(Web+DB Pressプラスシリーズ)

安永遼真, 中山悠, 丸田一
輝著

技術評論社 547.482||Ya 220001396

339 ネットワーク化制御
永原正章編著/岡野訓尚,

小蔵正輝, 若生将史共著
コロナ社 547.483||Ne 220001451

340
Drupal 8スタートブック : 作りながら学ぶWebサイト
構築 (Think IT books)

ANNAI株式会社著 インプレス 547.4833||Dr 220001225

341 Jetson Nano超入門 : 小型AIコンピュータボード
Jetson Japan User Group

著
ソーテック社 548.2||Je 220001751
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342 Jetson Nano超入門 : 小型AIコンピュータボード
Jetson Japan User Group

著
ソーテック社 548.2||Je 220001752

343 動かしてわかるCPUの作り方10講 井澤裕司著 技術評論社 548.22||Iz 220001400

344 データ指向型PID制御
山本透編著/金子修 [ほか]

共著
森北出版 548.3||De 220001497

345 実用ロボット開発のためのROSプログラミング 西田健 [ほか] 著 森北出版 548.3||Ji 220001495

346 ROS2ではじめよう : 次世代ロボットプログラミング 近藤豊著 技術評論社 548.3||Ko 220001398

347 ROS2ではじめよう : 次世代ロボットプログラミング 近藤豊著 技術評論社 548.3||Ko 220001399

348 ゼロからはじめるPID制御 熊谷英樹著 日刊工業新聞社 548.3||Ku 220001670

349
自律走行ロボットの制御技術 : モータ制御からSLAM

技術まで (設計技術シリーズ)
正木良三著 科学情報出版 548.3||Ma 220001846

350 Pythonによる制御工学入門 南裕樹著 オーム社 548.3||Mi 220001379

351
これからのロボットプログラミング入門 : Pythonで動
かすMINDSTORMS EV3

上田悦子, 小枝正直, 中村
恭之著

講談社 548.3||Ue 220001315

352 古典制御 : 大学講義テキスト 森泰親著 コロナ社 548.31||Mo 220001452

353 Excel表計算処理技能認定試験 : 問題集 : 2019対応 3級
サーティファイソフト
ウェア活用能力認定委員
会編著

サーティファイ 548.963||Ex 220001875

354
Excel表計算処理技能認定試験 : 問題集 : 2019対応 1・

2級

サーティファイソフト
ウェア活用能力認定委員

会編著

サーティファイ 548.963||Ex 220001876

355
PowerPointプレゼンテーション技能認定試験問題集 :

2019対応

サーティファイソフト
ウェア活用能力認定委員
会[編著]

サーティファイ 548.963||Po 220001877

356
Word文書処理技能認定試験 : 問題集 : 2019対応 1・2

級

サーティファイソフト
ウェア活用能力認定委員
会編著

サーティファイ 548.963||Wo 220001878

357 Word文書処理技能認定試験 : 問題集 : 2019対応 3級
サーティファイソフト
ウェア活用能力認定委員
会編著

サーティファイ 548.963||Wo 220001879

358 論理回路入門 第3版 浜辺隆二著 森北出版 549.3||Ha 220001498

359 論理回路入門 第3版 浜辺隆二著 森北出版 549.3||Ha 220001499

360 FPGA時代に学ぶ集積回路のしくみ 宇佐美公良著 コロナ社 549.7||Us 220001444

361 FPGA時代に学ぶ集積回路のしくみ 宇佐美公良著 コロナ社 549.7||Us 220001445

362 電子デバイス工学 第2版 : 新装版
古川静二郎, 荻田陽一郎,

浅野種正共著
森北出版 549.8||Fu 220001496

363 半導体光デバイス 山口浩一著 コロナ社 549.95||Ya 220001446

364 スピンと軌道の電子論 楠瀬博明著 講談社 549||Ku 220001313

365
わかる!使える!鋳造入門 : 「基礎知識」「段取り」
「実作業」

西直美著 日刊工業新聞社 566.1||Ni 220001671

366 プロセス制御工学 新版
橋本伊織, 長谷部伸治, 加
納学著

朝倉書店 571.1||Ha 220001357

367 プロセス制御工学 新版
橋本伊織, 長谷部伸治, 加
納学著

朝倉書店 571.1||Ha 220001358

368
光触媒が一番わかる : 光の吸収による作用でさまざま
な製品を生み出す (しくみ図解:064)

高島舞, 大谷文章著 技術評論社 572.7||Ta 220001395

369 コスメティクスの化学 (化学の要点シリーズ:32)
岡本暉公彦, 前山薫編著/

日本化学会編
共立出版 576.7||Ko 220001419

370 設計者のためのプラスチックの強度特性 : 要点解説 本間精一著 丸善出版 578.4||Ho 220001466

371

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 220001548

372
法令等でわかる食品の一般衛生管理 : どこから?どの
くらい?

今城敏著 幸書房 588.09||Im 220001614

373
新しい乳酸菌の機能と応用 普及版 (CMCテクニカルラ
イブラリー:724. バイオテクノロジーシリーズ)

上野川修一監修
シーエムシー出
版

588.51||At 220001612

374 醸造学 改訂 野白喜久雄 [ほか] 編 講談社 588.51||Jo 220001303

375

すべてがわかる!「発酵食品」事典 : 基礎知識や解説は
もちろん、レシピからお取り寄せまで (食材の教科書
シリーズ)

小泉武夫, 金内誠, 舘野真
知子監修

世界文化社 588.51||Su 220001636

376
インフラ・イノベーション : 強くて豊かな国をつくる
日本再生プロジェクト

藤井聡著
育鵬社 : 扶桑社/

扶桑社(発売)
601.1||Fu 220001713

377

図解でよくわかる土壌微生物のきほん : 土の中のしく
みから、土づくり、家庭菜園での利用法まで (すぐわ
かるすごくわかる!)

横山和成監修 誠文堂新光社 613.56||Zu 220001635
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378
ダムと緑のダム : 狂暴化する水災害に挑む流域マネジ
メント

日経コンストラクション
編集

日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

656.5||Da 220001386

379
おもてなしの日本語 : 心で伝える接遇コミュニケー
ション : 動画付き 基本編

林千賀, 羽鳥美有紀, 齋藤
貢著/Malcolm Hendricks

[ほか] 訳・校正
アスク出版 673.3||Ha 220001814

380 葬儀業のエスノグラフィ 田中大介著 東京大学出版会 673.93||Ta 220001329

381
Beyond MaaS : 日本から始まる新モビリティ革命 : 移
動と都市の未来

日高洋祐 [ほか] 著
日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

681||Be 220001389

382 制度と実態 (日本古代の交通・交流・情報:1) 舘野和己, 出田和久編 吉川弘文館 682.1||Ni||1 220001514

383 旅と交易 (日本古代の交通・交流・情報:2) 舘野和己, 出田和久編 吉川弘文館 682.1||Ni||2 220001515

384
モビリティサービス (モビリティイノベーションシ
リーズ:1)

森川高行, 山本俊行編著 コロナ社 685||Mo 220001448

385
世界遺産「白川郷」を生きる : リビングヘリテージと
文化の資源化 (長崎大学多文化社会学叢書:1)

才津祐美子著 新曜社 689.2153||Sa 220001721

386 観光言語を考える 山川和彦編 くろしお出版 689||Ya 220001829


