
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
炎上する社会 : 企業広報、SNS公式アカウント運営者
が知っておきたいネットリンチの構造

吉野ヒロ子著 弘文堂 007.3||Yo 220003167

2
Excel最強の教科書 : 完全版 : すぐに使えて、一生役立
つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術

藤井直弥, 大山啓介著
SBクリエイティ
ブ

007.63||Fu 220003155

3 たった1日で即戦力になるExcelの教科書 増強完全版 吉田拳著 技術評論社 007.63||Yo 220003154

4
たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書 増強
完全版

吉田拳著 技術評論社 007.64||Yo 220003153

5 システムの科学 第3版
ハーバート・A・サイモ
ン著/稲葉元吉, 吉原英樹
訳

パーソナルメ
ディア

401||Si 220003137

6
対数 (東京大学の先生伝授. 文系のためのめっちゃやさ
しい)

山本昌宏監修
ニュートンプレ
ス

411.2||Ta 220003157

7 なるほど!とわかる線形代数 松野陽一郎著 東京図書 411.3||Ma 220003177

8
微分積分 (東京大学の先生伝授. 文系のためのめっちゃ

やさしい)
山本昌宏監修

ニュートンプレ

ス
413.3||Bi 220003158

9 なるほど!とわかる微分積分 松野陽一郎著 東京図書 413.3||Ma 220003173

10
三角関数 (東京大学の先生伝授. 文系のためのめっちゃ
やさしい)

山本昌宏監修
ニュートンプレ
ス

413.59||Sa 220003156

11 固体・表面分析編 (機器分析ハンドブック:3) 宗林由樹 [ほか] 編 化学同人 433||Ki||3 220003147

12 宇宙の謎に迫れ!探査機・観測機器61 小谷太郎著 ベレ出版 440.12||Ko 220003133

13 ものの大きさ : 自然の階層・宇宙の階層 第2版 須藤靖著 東京大学出版会 440.12||Su 220003152

14
天空の地図 : 人類は頭上の世界をどう描いてきたのか
(ナショナルジオグラフィック)

アン・ルーニー著/鈴木和
博訳

日経ナショナル
ジオグラフィッ
ク社/日経BPマー

440.2||Ro 220003130

15
宇宙には、だれかいますか? : 科学者18人にお尋ねし
ます。

縣秀彦編集 河出書房新社 440.4||Uc 220003131

16 星と暮らす。 : 星を知り、その輝きとともに 藤井旭著 誠文堂新光社 443||Fu 220003164

17

惑星のきほん : 宇宙人は見つかる?太陽系の星たちか
ら探る宇宙のふしぎ (ゆかいなイラストですっきりわ
かる)

室井恭子, 水谷有宏著 誠文堂新光社 445||Mu 220003132

18 首都直下地震と南海トラフ (MdN新書:016) 鎌田浩毅著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス

453||Ka 220003065

19
生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗なる研究
(河出文庫:[な40-1])

仲野徹著 河出書房新社 460.28||Na 220003136

20 生物大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 田沼靖一監修
ニュートンプレ
ス

460.38||Se 220003176

21
美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑
101

マリリン・J・ルーシンク
著/北川玲訳

創元社 465.8||Ro 220003072

22 ダーウィンの「種の起源」 : はじめての進化論
サビーナ・ラデヴァ作・
絵/福岡伸一訳

岩波書店 467.5||Ra 220003135

23 面白くて眠れなくなる植物学 (PHP文庫:い101-1) 稲垣栄洋著 PHP研究所 470.4||In 220003011

24
植物はそこまで知っている : 感覚に満ちた世界に生き
る植物たち (河出文庫)

ダニエル・チャモヴィッ
ツ著/矢野真千子訳

河出書房新社 471.3||Ch 220003056

25
ママ、最後の抱擁 : わたしたちに動物の情動がわかる
のか

フランス・ドゥ・ヴァー
ル [著]/柴田裕之訳

紀伊國屋書店 481.78||Wa 220003168

26
身近な「鳥」の生きざま事典 : 散歩道や通勤・通学路
で見られる野鳥の不思議な生態

一日一種著
SBクリエイティ
ブ

488.1||Ic 220003038

27 キリン解剖記 郡司芽久著 ナツメ社 489.87||Gu 220003058

28 いのちを呼びさますもの : ひとのこころとからだ 稲葉俊郎著 KTC中央出版 490.49||In 220003074

29 世界で一番美しい切り絵人体図鑑

エレーヌ・ドゥルヴェー
ル著/ジャン=クロード・
ドゥルヴェール執筆協力/

小川浩一訳

エクスナレッジ 491.1||Dr 220003075

30 美しい人体図鑑 : ミクロの目で見る細胞の世界
コリン・ソルター総編集/

三村明子訳
ポプラ社 491.11||Ut 220003076

学生用理工系図書新着リスト(3月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

31 世にも美しい人体図鑑
スティーブ・パーカー著/

アンドリュー・ベイカー
絵/千葉啓恵訳

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

491.3||Pa 220003073

32
Beyond Human超人類の時代へ : 今、医療テクノロ
ジーの最先端で

イブ・ヘロルド著/佐藤や
え訳

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

492.8||He 220003078

33 感染症 (サイエンス超簡潔講座)

マルタ・L.ウェイン著/ベ
ンジャミン・M.ボルカー
著/山本太郎監訳/青山薫
訳

ニュートンプレ
ス

493.8||Wa 220003169

34
ワクチン・レース : ウイルス感染症と戦った、科学
者、政治家、そして犠牲者たち (PEAK books:PB04)

メレディス・ワッドマン
著/佐藤由樹子訳

羊土社 493.82||Wa 220003172

35
データ同化流体科学 : 流動現象のデジタルツイン (ク
ロスセクショナル統計シリーズ:10)

大林茂 [ほか] 著/照井伸彦
[ほか] 編

共立出版 501.23||De 220003025

36
今すぐ使えるかんたんJw_cad (ジェイダブリューキャ
ド) (Imasugu Tsukaeru Kantan Series)

日野眞澄著 技術評論社 501.8||Hi 220003023

37 2030年 : すべてが「加速」する世界に備えよ
ピーター・ディアマン
ディス, スティーブン・
コトラー著/土方奈美訳

ニューズピック
ス

504||Di 220003057

38

宇宙探査ってどこまで進んでいる?: 新型ロケット、月
面基地建設、火星移住計画まで (子供の科学★ミライ
サイエンス)

寺薗淳也著 誠文堂新光社 538.9||Te 220003134

39
今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン
授業で活用する本 (Imasugu Tsukaeru Kantan Series)

マイカ著 技術評論社 547.4833||Ma 220003024

40 合成生物学 (サイエンス超簡潔講座)

ジェイミー・A.デイヴィ
ス著/藤原慶監訳/徳永美
恵訳

ニュートンプレ
ス

579.9||Da 220003170

41 藤井弁当 : お弁当はワンパターンでいい! 藤井恵著 学研プラス 596.4||Fu 220003033

42 疫病と海 (海とヒトの関係学:4) 秋道智彌, 角南篤編著 西日本出版社 662||Um||4 220003161


