
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 未来技術の倫理 : 人工知能・ロボット・サイボーグ 河島茂生著 勁草書房 007.13||Ka 221000786

2
やってみようテキストマイニング : 自由回答アンケー
トの分析に挑戦! 増訂版

牛澤賢二著 朝倉書店 007.609||Us 221000898

3 ランダム行列の数理 木村太郎著 森北出版 411.35||Ki 221000897

4 微分積分の基礎 : 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 413.3||Bi 221000894

5 なるほどグリーン関数 村上雅人著 海鳴社 413.63||Mu 221000899

6
ピタゴラスの定理100の証明法 : 幾何の散歩道 : 新装
版

森下四郎著 プレアデス出版 414.12||Mo 221000893

7
情報幾何学の基礎 : 情報の内的構造を捉える新たな地
平

藤原彰夫著 共立出版 414||Fu 221000902

8 よくわかる!グラフ理論入門 小林みどり著 共立出版 415.7||Ko 221000896

9 SPSSによる分散分析・混合モデル・多重比較の手順 石村光資郎著 東京図書 417||Is 221000895

10
事例で学ぶ!あたらしいデータサイエンスの教科書 (AI

& technology)
岩崎学著 翔泳社 417||Iw 221000800

11 RとPythonで学ぶ統計学入門 増井敏克著 オーム社 417||Ma 221000900

12 地図の博物図鑑 (National geographic)

ベッツィ・メイソン, グ
レッグ・ミラー著/藤井留
美訳

日経ナショナル

ジオグラフィッ
ク社/日経BPマー
ケティング (発
売)

448.9||Ma 221000778

13 宮沢賢治の地学読本 宮沢賢治作/柴山元彦編 創元社 450||Mi 221000604

14 地形でとらえる環境と暮らし 西城潔 [ほか] 著 古今書院 454||Ch 221000605

15 学名の秘密 : 生き物はどのように名付けられるか
スティーヴン・B.ハード
著/上京恵訳

原書房 460.34||He 221000609

16 うつくしすぎる自然博物
ベン・ホアー文/アンジェ
ラ・リッツァ, ダニエ
ル・ロング絵/高里ひろ訳

主婦の友社 460.4||Ho 221000610

17 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第4版
和田勝著/高田耕司編集協
力

羊土社 460||Wa 221000612

18
400年生きるサメ,4万年生きる植物 : 生物の寿命はど
のように決まるのか (DOJIN選書:85)

大島靖美著 化学同人 461.1||Os 221000608

19
What is life ?(ホワット・イズ・ライフ?) : 生命とは何
か

ポール・ナース著/竹内薫
訳

ダイヤモンド社 461||Nu 221000606

20 休み時間の分子生物学 (休み時間シリーズ) 黒田裕樹著 講談社 464.1||Ku 221000613

21 家は生態系 : あなたは20万種の生き物と暮らしている ロブ・ダン著/今西康子訳 白揚社 468||Du 221000611

22 虫とゴリラ 養老孟司, 山極寿一著 毎日新聞出版 469.04||Yo 221000607

23
身近な雑草たちの奇跡 : 道ばた、空き地、花壇の隅…

気づけばそこにいる植物の生態
森昭彦著

SBクリエイティ
ブ

470.4||Mo 221000878

24

発達障害を家族で乗り越える本 : 親と子どもの関係を
良好にする“家族療法"のすすめ : 親子で理解する発達
障害の本

宮尾益知監修 河出書房新社 493.76||Ha 221000781

25 直接接合の基礎とその応用 赤池正剛著
東京図書出版/リ
フレ出版 (発売)

501.2||Ak 221000925

26
ハイエントロピー合金 : カクテル効果が生み出す多彩
な新物性

乾晴行編著 内田老鶴圃 501.41||Ha 221000739

27 金属組織観察のための検鏡試料の作り方 材料技術教育研究会編 大河出版 501.55||Ki 221000738

28
工学系のための最適設計法 : 機械学習を活用した理論
と実践

北山哲士著 共立出版 501.8||Ki 221000901

29 土木職公務員試験 : 専門問題と解答 第5版 必修科目編 米田昌弘著 大学教育出版 510.7||Yo 221000931

30 日本の城辞典 : 日本全国一万三十八古城址総覧 日本城址研究会編著 新星出版社 521.823||Ni 221000837

31 ロボット工学の基礎 第3版 川崎晴久著 森北出版 548.3||Ka 221000736

32 ロボット工学の基礎 第3版 川崎晴久著 森北出版 548.3||Ka 221000737

33 溶接・接合技術入門 新版改訂
溶接学会, 日本溶接協会
編

産報出版 566.6||Yo 221000740

34 金属疲労とショットピーニング
ショットピーニング技術
協会編

大河出版 566.73||Ki 221000741

35
バリューチェーンと単位操作から見たリサイクル (最
近の化学工学:69)

化学工学会関東支部編/化
学工学会環境部会リサイ
クル分科会著

化学工学会関東
支部/三恵社 (発
売)

571||Ba 221000906

36
塗布・乾燥技術の基礎とものづくり : 新素材の利用と
次世代デバイスへの展開 (最近の化學工學:68)

化学工学会関東支部編/化
学工学会材料・界面部会
著

化学工学会関東
支部/三恵社 (発
売)

576.89||To 221000907

学生用理工系図書新着リスト(8月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

37
伝統産業の製品開発戦略 : 滋賀県彦根市・井上仏壇店
の事例研究

大橋松貴著 サンライズ出版 583.7||Oh 221000742

38
キモノ図案からプリントデザインへ : GHQの繊維産業
復興政策

牧田久美著 思文閣出版 586.0921||Ma 221000743

39
「染色」って何? : やさしい染色の科学 (技術シリー
ズ:1)

繊維応用技術研究会編/上
甲恭平著

ファイバー・
ジャパン

587||Jo 221000744

40 言葉と衣服 蘆田裕史著 アダチプレス 589.2||As 221000745

41 New調理と理論 第2版 山崎清子 [ほか] 共著 同文書院 596||Ne 221000746

42 消費者の判断と選択行動 (フードシステムの未来へ:3) 新山陽子編 昭和堂 611.4||Ni||3 221000908

43
日本の食卓の将来と食料生産の強靱化について考える
(学術会議叢書:28)

日本学術協力財団編集/大
杉立 [ほか執筆]

日本学術協力財
団

612.1||Ni 221000747

44 カラー図鑑野菜の秘密 : 利用法・効能・歴史・伝承
ジル・デイヴィーズ著/杉
田七重訳

西村書店 626||Da 221000748

45
ルネサンス庭園の精神史 : 権力と知と美のメディア空
間

桑木野幸司著 白水社 629.23||Ku 221000749

46
国立公園と風景の政治学 : 近現代日本の自然風景の権
威付けはどのように行われてきたのか

西田正憲編著/佐山浩, 水
谷知生, 岡野隆宏著

京都大学学術出
版会

629.41||Ko 221000879

47
街路樹が都市をつくる : 東京五輪マラソンコースを歩
いて

藤井英二郎著 岩波書店 629.79||Fu 221000750

48
シルクはどのようにして世界に広まったのか : 人間と
昆虫とのコラボレーションの物語

二神恭一, 二神常爾, 二神
枝保著

八千代出版 632||Fu 221000751

49 カイコの科学 日本蚕糸学会編 朝倉書店 633||Ka 221000752

50 飼いならす : 世界を変えた10種の動植物
アリス・ロバーツ著/斉藤
隆央訳

明石書店 642||Ro 221000753

51
純血種という病 : 商品化される犬とペット産業の暗い
歴史

マイケル・ブランドー著/

夏目大訳
白揚社 645.6||Br 221000754

52 ネコ・かわいい殺し屋 : 生態系への影響を科学する
ピーター・P・マラ, クリ
ス・サンテラ著/岡奈理子
[ほか] 訳

築地書館 645.7||Ma 221000756

53 知りたい!ネコごころ (岩波科学ライブラリー:292) 高木佐保著 岩波書店 645.7||Ta 221000755

54 クリーンミート : 培養肉が世界を変える
ポール・シャピロ著/鈴木
素子訳

日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

648.2||Sh 221000757

55
原色木材大事典200種 : 日本で手に入る木材の基礎知
識を網羅した決定版 新版

村山忠親, 村山元春著 誠文堂新光社 657.038||Mu 221000840

56
捕鯨と反捕鯨のあいだに : 世界の現場と政治・倫理的
問題

岸上伸啓編 臨川書店 664.9||Ho 221000909

57
DMOのプレイス・ブランディング : 観光デスティネー
ションのつくり方

宮崎裕二, 岩田賢編著/長
崎秀俊 [ほか] 著

学芸出版社 689.4||Dm 221000759

58
観光再生 : サステナブルな地域をつくる28のキーワー
ド

村山慶輔著 プレジデント社 689||Mu 221000758


