
書　　　　　　名書　　　　　　名書　　　　　　名書　　　　　　名 編 著 者 名編 著 者 名編 著 者 名編 著 者 名 出 版 社出 版 社出 版 社出 版 社 出 版 日 付出 版 日 付出 版 日 付出 版 日 付 資料資料資料資料IDIDIDID 請 求 記 号請 求 記 号請 求 記 号請 求 記 号
情報は集めるな! : 情報の洪水に溺れない極意 指南役著 マガジンハウス 2010.3 711000447 002.7//ジヨウ

The handbook of computational linguistics and natural language
processing (Blackwell handbooks in linguistics)

edited by
Alexander Clark,
Chris Fox, and

Wiley-Blackwell 2010 711001082 007.1//HAN

Handbook of natural language processing 2nd ed (Chapman &
Hall/CRC machine learning & pattern recognition series)

edited by Nitin
Indurkhya, Fred J.
Damerau

Chapman &
Hall/CRC

c2010 711001083 007.1//HAN

The Oxford handbook of computational linguistics : pbk
edited by Ruslan
Mitkov

Oxford University
Press

2004 711001079 007.1//OXF

コンピュータビジョン : 最先端ガイド : level set, graph cut,
particle filter, tensor, adaboost 1 (CVIMチュートリアルシリーズ)

八木康史, 斎藤英
雄編

アドコム・メディ
ア

2008.12- 711000605 007.1//コンピ

情報理論 第2版 南敏著 産業図書 1993.1 711000073 007.1//ジョウ

情報科学入門 : Rubyを使って学ぶ
増原英彦, 東京大
学情報教育連絡会

東京大学出版会 2010.6 711000450 007.1//ジヨウ

情報通信系 (大学院入試問題 : 解法と演習)
関正治, 陳啓浩, 姫
野俊一著

数理工学社/サイエ
ンス社 (発売)

, 2004.7 711001168 007.1//ジヨウ

情報工学の基礎 (シリーズ知能機械工学:2) 谷和男著 共立出版 2009.9 711001312 007.1//ジヨウ
情報理論入門 : 基礎から確率モデルまで (Computer science
library:2)

吉田裕亮著 サイエンス社 2009.1 711000059 007.1//ジヨウ

ソフトコンピューティングのロジック (I/O books)
赤間世紀, 宮本定
明著/第二I/O編集

工学社 2008.2 711001161 007.1//ソフト

はじめてのデジタル画像処理 : 図解でわかる : 画像処理技術を基
礎から体系的に学べる

山田宏尚著 技術評論社 2008.7 711000875 007.1//ハジメ

Javaによる知能プログラミング入門 改訂版 新谷虎松著 コロナ社 2010.3 711000248 007.13//JAV

学習理論
高橋治久, 堀田一
弘共著

コロナ社 2009.11 711001419 007.13//ガクシ

進化技術ハンドブック 第1巻 : 基礎編
電気学会進化技術
応用調査専門委員
会編

近代科学社 2010.1 711001423 007.13//シンカ

人工知能の基礎 (Computer science library:13) 小林一郎著 サイエンス社 2008.11 711000066 007.13//ジンコ
デジタル人工知能学事典 人工知能学会編 共立出版 2008.5 711000942 007.13//デジタ
ニューロダイナミクス 伊藤宏司著 共立出版 2010.2 711001199 007.13//ニユロ

パターン認識 (Rで学ぶデータサイエンス:5)
金森敬文, 竹之内
高志, 村田昇著

共立出版 2009.1 711000228 007.13//パタン

iPhoneとツイッターは、なぜ成功したのか? 林信行著 アスペクト 2010.5 711000152 007.3//IPH
アーキテクチャの生態系 : 情報環境はいかに設計されてきたか 濱野智史著 NTT出版 2008.1 711000160 007.3//アキテ

クラウド大全 : サービス詳細から基盤技術まで 第2版
日経BP社出版局
編/中田敦 [ほか]
著

日経BP社/日経BP
出版センター (発
売)

, 2010.4 711000321 007.3//クラウ

情報倫理ケーススタディ (ライブラリ情報学コア・テキスト:22) 静谷啓樹著 サイエンス社 2008.4 711000067 007.3//ジヨウ
モバイルネットワーク時代の情報倫理 : 被害者・加害者になら
ないためのメディアリテラシー

山住富也著 近代科学社 2009.9 711000060 007.3//モバイ

コンテンツビジネス特論 岸川善光編著 学文社 2010.5 711000256 007.35//コンテ
情報メディア白書 2010 電通総研編 電通総研 1993.12- 711000946 007.35//ジヨウ
グローバルな視点に立った情報サービス事業者の競争力強化 (情
報サービス産業白書:2010. White paper of information service
industry)

情報サービス産業
協会編

日経BP社/日経BP
出版センター (発
売)

, 2010.6 711000948
007.35//ジヨウ
//2010

コンテンツ、この10年とこれから (デジタルコンテンツ白
書:2010)

デジタルコンテン
ツ協会編

デジタルコンテン
ツ協会

2010.9 711000986
007.35//デジタ
//2010

Googleサービス&ツールガイド (I/O books) 本間一編集 工学社 2009.4 711000322 007.58//GOO

Introduction to cryptography : with coding theory 2nd ed
International ed.

Wade Trappe,
Lawrence C.
Washington

Pearson Prentice
Hall

c2006 711000786 007.6//INT

「R」で学ぶデータマイニング 1: データ解析編
熊谷悦生, 舟尾暢
男共著

オーム社 2008.11 711001105 007.6//Rデマ//1

「R」で学ぶデータマイニング 2: シミュレーション編
熊谷悦生, 舟尾暢
男共著

オーム社 2008.11 711001106 007.6//Rデマ//2

エンサイクロペディア情報処理 改訂4版 情報処理学会編 オーム社 2002.5 711000989 007.6//エンサ
化学・バイオ・薬学・医療系のための必ず役立つ情報リテラ
シー

飯島史朗, 石川さ
と子著

丸善 2010.1 711000705 007.6//カガク

ディジタル・データ伝送技術入門 : 正しくデータを送るための
基礎知識と高速化の技術 (トランジスタ技術Special:No.93)

志田晟著 CQ出版 2006.1 711000921 007.6//デイジ

平成22年度学生用図書（分類順）平成22年度学生用図書（分類順）平成22年度学生用図書（分類順）平成22年度学生用図書（分類順）
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テキストマイニングハンドブック

ローネン・フェル
ドマン, ジェイム
ズ・サンガー著
/IBM東京基礎研究
所テキストマイニ
ングハンドブック
翻訳チーム訳

東京電機大学出版
局

2010.7 711000434 007.6//テキス

モバイル・コンピューティング : iPhoneとAndroidが目指す未来 小林雅一著 PHP研究所 2010.2 711000153 007.6//モバイ

UMLユーザガイド 第2版 (Object technology series)

グラディ・ブーチ,
ジェームズ・ラン
ボー, イヴァー・
ヤコブソン著/羽生
田栄一監訳/越智典
子訳

ピアソン・エデュ
ケーション

2010.4 711000254 007.61//UML

基礎UML 改訂3版 (Impress kiso series)
テクノロジック
アート著/長瀬嘉
秀, 橋本大輔監修

インプレスジャパ
ン/インプレスコ
ミュニケーション
ズ(発売)

, 2010.7 711000396 007.61//キソU

クラウド・アーキテクチャの設計と解析 : 分散システムの基礎
から大規模データストアまで

清野克行著 秀和システム 2010.9 711000435 007.61//クラウ

LyX入門 : LATEXが使えるワープロソフト 北浦訓行著 技術評論社 2009.11 711001150 007.63//LYX
Software design (ソフトウェア デザイン) 総集編 : 2000-2009 技術評論社 2010.3 711000561 007.63//SOF

ソフトウェアプロダクトラインエンジニアリング : ソフトウェ
ア製品系列開発の基礎と概念から技法まで

クラウス・ポール,
ギュンター・ベッ
クレ, フランク・
ヴァン・デル・リ
ンデン著/林好一,
吉村健太郎, 今関
剛訳

エスアイビー・ア
クセス/星雲社 (発
売)

, 2009.1 711000255 007.63//ソフト

ソフトウェア工学大事典 普及版
片山卓也, 土居範
久, 鳥居宏次監訳

朝倉書店 2007.6 711000257 007.63//ソフト

10日でおぼえるPython入門教室
穂苅実紀夫 [ほか]
著

翔泳社 2009.5 711000496 007.64//10カ

CUDA高速GPUプログラミング入門 岡田賢治著 秀和システム 2010.3 711000511 007.64//CUD
C言語によるH8マイコンプログラミング入門 横山直隆著 技術評論社 2003.1 711001247 007.64//Cゲン
Cによるソフトウェア開発の基礎 : データ構造とアルゴリズムの
基礎から

小高知宏著 オーム社 2009.6 711000633 007.64//Cニヨ

Google App Engine実践リファレンス 清野克行著 技術評論社 2010.1 711000504 007.64//GOO
OpenCL並列プログラミング : マルチコアCPU/GPUのための標
準フレームワーク

池田成樹著 カットシステム 2010.2 711000047 007.64//OPE

OpenCL入門 : マルチコアCPU・GPUのための並列プログラミ
ング

フィックスターズ
著

インプレスジャパ
ン/インプレスコ
ミュニケーション
ズ (発売)

, 2010.2 711000606 007.64//OPE

Professional Python フレームワーク : DjangoとTurboGearsで実
現するWeb2.0プログラミング

Dana Moore,
Raymond Budd,
William Wright著/
中本浩監訳

ボーンデジタル 2008.9 711000603 007.64//PRO

Programming Scala : tackle multicore complexity on the JVM
(The pragmatic programmers)

Venkat
Subramaniam

Pragmatic c2008 711000685 007.64//PRO

Programming Scala : pbk
Dean Wampler
and Alex Payne

O'Reilly c2009 711000686 007.64//PRO

Pythonスタートブック : いちばんやさしいパイソンの本 辻真吾著 技術評論社 2010.5 711000494 007.64//PYT
Pythonポケットリファレンス (Pocket reference) 柏野雄太著 技術評論社 2009.4 711000495 007.64//PYT

Pythonチュートリアル 第2版
Guido van
Rossum著/鴨澤眞
夫訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2010.2 711000497 007.64//PYT

Python3 : プログラミング徹底入門
マーク・サマー
フィールド著/長尾
高弘訳

ピアソン・エデュ
ケーション

2009.12 711000498 007.64//PYT

Pythonクックブック

Alex Martelli,
Anna Martelli
Ravenscroft,
David Ascher著/鴨
澤眞夫 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2007.6 711000499 007.64//PYT

Python入門 : 2&3対応
エスキュービズム
[ほか] 著

秀和システム 2010.7 711000500 007.64//PYT
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Pythonで学ぶプログラム作法
アラン・ゴールド
著/松葉素子訳

ピアソン・エデュ
ケーション

2001.9 711000501 007.64//PYT

Rグラフィックス自由自在
D.ショーカー著/石
田基広, 石田和枝

シュプリンガー・
ジャパン

2009.12 711000232 007.64//Rグラ

Rプログラミングマニュアル (新・数理工学ライブラリ:情報工学
=1)

間瀬茂著
数理工学社/サイエ
ンス社 (発売)

, 2007.11 711000823 007.64//Rプロ

Scalaスケーラブルプログラミング : コンセプト&コーディング

Martin Odersky,
Lex Spoon, Bill
Venners著/長尾高
弘訳

インプレスジャパ
ン/インプレスコ
ミュニケーション
ズ (発売)

, 2009.9 711000674 007.64//SCA

Scalaプログラミング入門 : 関数型オブジェクト指向言語の楽し
い学び方

デイビッド・ポ
ラック著/大塚庸史
訳/羽生田栄一解説

日経BP社/日経BP
出版センター (発
売)

, 2010.3 711000729 007.64//SCA

WiiRemoteプログラミング
白井暁彦 [ほか] 共
著

オーム社 2009.7 711000508 007.64//WII

エキスパートPythonプログラミング
Tarek Ziad?著/稲
田直哉 [ほか] 訳

アスキー・メディ
アワークス/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

, 2010.5 711000601 007.64//エキス

化学系・生物系の計算モデル (アルゴリズム・サイエンスシリー
ズ:16 ; 適用事例編)

萩谷昌己, 山本光
晴著

共立出版 2009.9 711001273 007.64//カガク

ガベージコレクションのアルゴリズムと実装 中村成洋, 相川光 秀和システム 2010.3 711000505 007.64//ガベジ

言語設計者たちが考えること (Theory in practice)
Federico
Biancuzzi, Shane
Warden編/村上雅

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2010.9 711001091 007.64//ゲンゴ

集合知プログラミング
Toby Segaran著/
當山仁健, 鴨澤眞
夫訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2008.7 711000503 007.64//シユウ

詳解C言語ポインタ完全攻略 柴田望洋著
ソフトバンククリ
エイティブ

2009.6 711000006 007.64//シヨウ

新人プログラマのためのGoogle App Engineクラウド・アプリ
ケーション開発講座 : JAVA PYTHON対応

掌田津耶乃著 ラトルズ 2009.9 711000502 007.64//シンジ

初めてのPython
Mark Lutz著/夏目
大訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2009.2 711000493 007.64//ハジメ

はじめてのPythonネットワークプログラミング (I/O books) 紫藤貴文著 工学社 2008.6 711000602 007.64//ハジメ
はじめてのPython3 (I/O books) 紫藤貴文著 工学社 2009.1 711000604 007.64//ハジメ
はじめてのScala(スカラ) : 「関数型+オブジェクト指向」の次世
代言語! (I/O books)

清水美樹著 工学社 2010.3 711000728 007.64//ハジメ

ブレッドボードではじめるマイコンプログラミング : 基礎入門 青木直史著 技術評論社 2010.4 711000864 007.64//ブレツ
みんなのPython : Object Oriented‐Lightweight Language Python
改訂版

柴田淳著
ソフトバンククリ
エイティブ

2009.4 711000492 007.64//ミンナ

やさしいScala入門 : 平明な例と演習問題で学ぶ 日向俊二著 カットシステム 2010.3 711000688 007.64//ヤサシ
Essential OpenCV Programming : with Visual C++ 2008 谷尻豊寿著 カットシステム 2009.11 711000513 007.642//ESS

OpenCVプログラミングブック 第2版

奈良先端科学技術
大学院大学
OpenCVプログラ
ミングブック制作
チーム著

毎日コミュニケー
ションズ

2009.7 711000510 007.642//OPE

OpenCVで始める簡単動画プログラミング 北山洋幸著 カットシステム 2010.5 711000514 007.642//OPE
VC++ではじめるCGと画像処理 : 簡単なプログラミングで基本
としくみがわかる

黒瀬能聿, 田中一
基共著

森北出版 2010.1 711001393 007.642//VC+

拡張現実感を実現するARToolkitプログラミングテクニック 谷尻豊寿著 カットシステム 2008.7 711000512 007.642//カクチ

詳解OpenCV : コンピュータビジョンライブラリを使った画像処
理・認識

Gary Bradski,
Adrian Kaehler著/
松田晃一訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2009.8 711000509 007.642//シヨウ

粒子ボリュームレンダリング : 理論とプログラミング
小山田耕二, 坂本
尚久共著

コロナ社 2010.1 711001403 007.642//リユウ

情報処理テキスト 2010
大槻恭士[著]/情報
処理教育専門委員
会編

情報処理教育専門
員会

[2006.3]- 711000083 007//ジョウ//2010

情報科学科　プログラミング演習Ⅲテキスト 2010年度版 小山明夫 山形大学 711000084 007//ジヨウ//2010
情報科学科　プログラミング言語テキスト 小山明夫 山形大学 711000085 007//ジヨウ//2010
デジタル言語処理学事典 言語処理学会編 共立出版 2010.6 711000941 007//デジタ
電子図書館 新装版 長尾真著 岩波書店 2010.3 711000127 010//デンシ
情報管理と法 : 情報の利用と保護のバランス (ネットワーク時代
の図書館情報学)

新保史生著 勉誠出版 2010.9 711000621 011//ジヨウ
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大学生になったら洋書を読もう : 楽しみながら英語力アップ!
アルク企画開発部
編

アルク 2010.4 711000293 019.12//ダイガ

即効マスターらくらく速読ナビ : 目と脳がフル回転! 松田真澄著 日本実業出版社 2005.1 711000339 019.13//ソツコ
デジタル書物学事始め : グーテンベルク聖書とその周辺 (ネット
ワーク時代の図書館情報学)

安形麻理著 勉誠出版 2010.9 711000457 022.33//デジタ

紙の本が亡びるとき? 前田塁著 青土社 2010.1 711000128 023//カミノ

ジャパンタイムズ社説集 2010年上半期
ジャパンタイムズ
編

ジャパン タイムズ 1990- 711000362 071//JAP//2010-1

イラスト・図解そこが知りたい電磁波と通信のしくみ : 見えな
い電波がすっきりわかる

鈴木誠史著 技術評論社 2006.9 711000871 080//イラス

イラスト・図解最新小型モータのすべてがわかる : 基本から
しっかり学べて、実践的に使いこなせる

見城尚志, 佐渡友
茂, 木村玄著

技術評論社 2006.2 711000912 080//イラス

イラスト・図解ハイブリッドカーのしくみがよくわかる本 : 最
新エコ技術がサクサクわかる : 次代を担う環境性能を向上させ
るカギとは : エコと走行性能を両立させた革新的技術とは

御堀直嗣著 技術評論社 2009.12 711000913 080//イラス

構造力学 (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 羽根義男監修 ナツメ社 2004.1 711000743 080//ズカイ
金型のしくみ (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 堂田邦明著 ナツメ社 2010.5 711000744 080//ズカイ

菜根譚 (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!)
大野出編著/松井光
彦, 三浦雅彦著

ナツメ社 2010.1 711000746 080//ズカイ

六法 第2版 (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!)
三木邦裕, 豊田啓
盟著

ナツメ社 2007.4 711000747 080//ズカイ

見た目でわかる外見心理学 (図解雑学 : 絵と文章でわかりやす 齊藤勇著 ナツメ社 2008.11 711000748 080//ズカイ

榎本武揚シベリア日記 : 現代語訳 (平凡社ライブラリー:697)
榎本武揚著/諏訪部
揚子, 中村喜和編

平凡社 2010.3 711000024 080//ヘイボ//697

政治的無意識 : 社会的象徴行為としての物語 (平凡社ライブラ
リー:698)

F.ジェイムソン著/
大橋洋一, 木村茂
雄, 太田耕人訳

平凡社 2010.4 711000025 080//ヘイボ//698

肉蒲団 : 完訳 (平凡社ライブラリー:699)
[李漁著]/伏見冲敬
訳

平凡社 2010.5 711000137 080//ヘイボ//699

丸山眞男セレクション (平凡社ライブラリー:700)
丸山眞男著/杉田敦
編

平凡社 2010.4 711000026 080//ヘイボ//700

藤田省三セレクション (平凡社ライブラリー:701)
藤田省三著/市村弘
正編

平凡社 2010.5 711000138 080//ヘイボ//701

名言で楽しむ日本史 (平凡社ライブラリー:702) 半藤一利著 平凡社 2010.6 711000331 080//ヘイボ//702
つばき、時跳び (平凡社ライブラリー:703) 梶尾真治著 平凡社 2010.6 711000332 080//ヘイボ//703
我々はなぜ戦争をしたのか : 米国・ベトナム敵との対話 (平凡社
ライブラリー:704)

東大作著 平凡社 2010.7 711000333 080//ヘイボ//704

幻のアフリカ (平凡社ライブラリー:705)
ミシェル・レリス
著/岡谷公二, 田中
淳一, 高橋達明訳

平凡社 2010.7 711000334 080//ヘイボ//705

絶対製造工場 (平凡社ライブラリー:706)
カレル・チャペッ
ク著/飯島周訳

平凡社 2010.8 711000402 080//ヘイボ//706

朱子伝 (平凡社ライブラリー:707) 三浦國雄著 平凡社 2010.8 711000403 080//ヘイボ//707
資本論の哲学 (平凡社ライブラリー:708) 廣松渉著 平凡社 2010.9 711000454 080//ヘイボ//708

ゼムクリップから技術の世界が見える : アイデアが形になるま
で (平凡社ライブラリー:709)

ヘンリー・ペトロ
スキー著/忠平美幸
訳

平凡社 2010.9 711000455 080//ヘイボ//709

史記 (平凡社ライブラリー:710) 一海知義著 平凡社 2010.1 711000614 080//ヘイボ//710

再生産について : イデオロギーと国家のイデオロギー諸装置 上
(平凡社ライブラリー:711, 712)

ルイ・アルチュ
セール著/西川長夫
[ほか]訳

平凡社 2010.1 711000615 080//ヘイボ//711

再生産について : イデオロギーと国家のイデオロギー諸装置 下
(平凡社ライブラリー:711, 712)

ルイ・アルチュ
セール著/西川長夫
[ほか]訳

平凡社 2010.1 711000616 080//ヘイボ//712

精神について : ハイデッガーと問い 新版 (平凡社ライブラ
リー:713)

ジャック・デリダ
著/港道隆訳

平凡社 2010.1 711000617 080//ヘイボ//713

史記列伝 1 (平凡社ライブラリー:714, 718, 723)
司馬遷著/野口定男
訳

平凡社
2010.11-
2011.1

711000680 080//ヘイボ//714

カルロ・レーヴィ『キリストはエボリで止まってしまった』を
読む : ファシズム期イタリア南部農村の生活 (平凡社ライブラ

上村忠男著 平凡社 2010.11 711000681 080//ヘイボ//715

美の遍歴 (平凡社ライブラリー:716) 白洲正子著 平凡社 2010.12 711000801 080//ヘイボ//716
江戸の罪と罰 (平凡社ライブラリー:717) 平松義郎著 平凡社 2010.12 711000802 080//ヘイボ//717

史記列伝 2 (平凡社ライブラリー:714, 718, 723)
司馬遷著/野口定男
訳

平凡社
2010.11-
2011.1

711000803 080//ヘイボ//718

生死問答 : 平成の養生訓 (平凡社ライブラリー:719)
五木寛之, 帯津良
一著

平凡社 2011.1 711001113 080//ヘイボ//719
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そうざい料理帖 巻1 (平凡社ライブラリー:720-721)
池波正太郎著/矢吹
申彦料理相伴/高丘
卓編

平凡社 2011.1 711001114 080//ヘイボ//720

そうざい料理帖 巻2 (平凡社ライブラリー:720-721)
池波正太郎著/矢吹
申彦料理相伴/高丘
卓編

平凡社 2011.1 711001115 080//ヘイボ//721

こぐこぐ自転車 (平凡社ライブラリー:722) 伊藤礼著 平凡社 2011.1 711001116 080//ヘイボ//722

史記列伝 3 (平凡社ライブラリー:714, 718, 723)
司馬遷著/野口定男
訳

平凡社
2010.11-
2011.1

711001117 080//ヘイボ//723

ルネサンス文化史 : ある史的肖像 (平凡社ライブラリー:724)
E・ガレン著/澤井
繁男訳

平凡社 2011.2 711001426 080//ヘイボ//724

ブルース・ピープル : 白いアメリカ、黒い音楽 (平凡社ライブラ
リー:725)

リロイ・ジョーン
ズ著/飯野友幸訳

平凡社 2011.2 711001427 080//ヘイボ//725

もう一度読みたかった本 (平凡社ライブラリー:726) 柳田邦男著 平凡社 2011.2 711001428 080//ヘイボ//726
柳宗理エッセイ (平凡社ライブラリー:727) 柳宗理著 平凡社 2011.2 711001429 080//ヘイボ//727

細野晴臣分福茶釜 (平凡社ライブラリー:728)
細野晴臣著/鈴木惣
一朗聞き手

平凡社 2011.2 711001430 080//ヘイボ//728

ヘーゲルと現代思想の臨界 : ポストモダンのフクロウたち 岡本裕一朗著 ナカニシヤ出版 2009.3 711000250 134.4//ヘゲル
Rによる心理・調査データ解析 緒賀郷志著 東京図書 2010.1 711000428 140.7//Rニヨ

イマココ : 渡り鳥からグーグル・アースまで、空間認知の科学
コリン・エラード
著/渡会圭子訳

早川書房 2010.4 711000460 141.2//イマコ

なぜ直感のほうが上手くいくのか? : 「無意識の知性」が決めて
いる

ゲルト・ギーゲレ
ンツァー著/小松淳
子訳

インターシフト/合
同出版 (発売)

, 2010.6 711000253 141.2//ナゼチ

視覚心理入門 : 基礎から応用視覚まで
映像情報メディア
学会編

オーム社 2009.3 711000569 141.21//シカク

デジタル認知科学辞典 日本認知科学会編
日本認知科学会/共
立出版 (発売)

, 2004.7 711000943 141.51//デジタ

20歳のときに知っておきたかったこと : スタンフォード大学集
中講義

ティナ・シーリグ
著/高遠裕子訳

阪急コミュニケー
ションズ

2010.3 711000296 159//20サ

人間関係力 : 困った時の33のヒント (小学館101新書:007) 齋藤孝著 小学館 2008.1 711000123 159//ニンゲ

もういちど読む山川世界史
「世界の歴史」編
集委員会編

山川出版社 2009.8 711000129 209//モウイ

もういちど読む山川日本史 五味文彦, 鳥海靖 山川出版社 2009.8 711000130 210.1//モウイ
日露戦争諷刺画大全 上 飯倉章著 芙蓉書房出版 2010.11 711000821 210.67//ニチロ//1
日露戦争諷刺画大全 下 飯倉章著 芙蓉書房出版 2010.11 711000822 210.67//ニチロ//2
鳩山一族その金脈と血脈 (文春新書:730) 佐野眞一著 文藝春秋 2009.11 711000121 288.3//ハトヤ
岩崎弥太郎と三菱四代 (幻冬舎新書:155) 河合敦著 幻冬舎 2010.1 711000731 289.1//イワサ
宋姉妹 : 中国を支配した華麗なる一族 (角川文庫:10862) 伊藤純, 伊藤真 角川書店 1998.11 711000733 289.2//ソウシ

SPI2の完璧対策 : 文系学生に日本一分かりやすい解法・解説
2012年度版 (日経就職シリーズ)

SET著/日経ナビ&
就職ガイド編集部
編

日経HR 2006- 711000611 307.8//SPI//2012

工学系学生のための機械工学科就職基本問題集 [改訂2版]
就職試験情報研究
会著

一ツ橋書店 [2009.10] 711000557 307.8//コウガ

就職試験の適性検査 2012年版
成美堂出版編集部
編

成美堂出版 2009.7 711000558 307.8//シユウ//2012

これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲
学

マイケル・サンデ
ル著/鬼澤忍訳

早川書房 2010.5 711000969 311.1//コレカ

ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 上

マイケル・サンデ
ル著/NHK「ハー
バード白熱教室」
制作チーム, 小林
正弥, 杉田晶子訳

早川書房 2010.1 711000713 311.1//ハバド//1

ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 下

マイケル・サンデ
ル著/NHK「ハー
バード白熱教室」
制作チーム, 小林
正弥, 杉田晶子訳

早川書房 2010.1 711000714 311.1//ハバド//2

シティプロモーション : 地域の魅力を創るしごと 河井孝仁著 東京法令出版 2009.12 711000259 318.6//シテイ
いまこそ日本人が知っておくべき「領土問題」の真実 : 国益を
守る「国家の盾」

水間政憲著 PHP研究所 2010.12 711000819 319.1//イマコ

憲法入門 4訂 樋口陽一著 勁草書房 2008.2 711000070 323.14//ケンポ
ミクロ経済学 芦谷政浩著 有斐閣 2009.12 711000251 331//ミクロ
経済ニュースの裏を読め! : 先行き不透明な時代に、押さえてお
きたい56の知識

三橋貴明著
TAC株式会社出版
事業部

2009.12 711001446 332.1//ケイザ

サムスン栄えて不幸になる韓国経済 三橋貴明著 青春出版社 2011.3 711001447 332.21//サムス
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最新・経済地理学 : グローバル経済と地域の優位性
アナリー・サクセ
ニアン著/酒井泰介
訳

日経BP社/日経BP
出版センター (発
売)

, 2008.3 711000325 333.6//サイシ

スティーブ・ジョブズの流儀
リーアンダー・ケ
イニー著/三木俊哉
訳

ランダムハウス講
談社

2008.1 711000154 335.13//ステイ

オペレーションズ・リサーチ : システムマネジメントの科学
(EE text)

貝原俊也編著 オーム社 2004.12 711001412 336.1//オペレ

技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか : 画期的な新製品
が惨敗する理由

妹尾堅一郎著 ダイヤモンド社 2009.7 711000263 336.17//ギジユ

スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の
法則

カーマイン・ガロ
著/井口耕二訳

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

, 2010.7 711000448 336.49//ステイ

プレゼンテーションZen : プレゼンのデザインと伝え方に関する
シンプルなアイデア

ガー・レイノルズ
著/熊谷小百合訳

ピアソン・エデュ
ケーション

2009.9 711000445 336.49//プレゼ

プレゼンテーションZen デザイン : あなたのプレゼンを強化す
るデザインの原則とテクニック

ガー・レイノルズ
著/熊谷小百合訳

ピアソン・エデュ
ケーション

2010.7 711001088 336.49//プレゼ

ビジネス情報システム (情報・技術経営シリーズ:10)
薦田憲久, 水野浩
孝, 赤津雅晴共著

コロナ社 2005.8 711000247 336.57//ビジネ

「筋のよい答え」の見つけ方 : 堀切川式・因果短縮思考法 : 「そ
うか、わかった!」が降りてくる問題解決の考え方

堀切川一男著 グラフ社 2009.4 711000742 336//スジノ

マネジメント : 基本と原則 エッセンシャル版
P.F. ドラッカー著
/上田惇生編訳

ダイヤモンド社 2001.12 711000297 336//マネジ

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメン
ト』を読んだら

岩崎夏海著 ダイヤモンド社 2009.12 711000147 336//モシコ

人工市場で学ぶマーケットメカニズム U-Mart経済学編 (知的
エージェントで見る社会:3)

塩沢由典ほか著 共立出版 2006.6 711000207 338.155//ジンコ

お金を知る技術殖やす技術 : 「貯蓄から投資」にだまされるな
(朝日新書:126)

小宮一慶著 朝日新聞出版 2008.8 711000775 338.18//オカネ

投資ミサイル : 今度こそ最後まで読める、あなたを成長させる
投資ノウハウ

竹内謙礼, 青木寿
幸著

PHP研究所 2010.4 711000774 338.18//トウシ

最新資産設計はポートフォリオで考える投資信託35の法則 : こ
れからはじめる人も、なんとなくはじめちゃった人も

カン・チュンド著 ソーテック社 2010.3 711000777 338.8//サイシ

知らない人だけが損をする投資信託の罠
週刊ダイヤモンド
金融商品特別取材
班編著

ダイヤモンド社 2007.8 711000726 338.8//シラナ

ど素人がはじめる投資信託の本 : 1万円から手軽にはじめよう! ジョン太郎著 翔泳社 2009.2 711000776 338.8//ドシロ
毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術 : 忙しいビジネスマン
でも続けられる

カンチュンド著 明日香出版社 2009.6 711000778 338.8//マイツ

アクチュアリー数学入門 (アクチュアリー数学シリーズ:1)
黒田耕嗣, 斧田浩
二, 松山直樹著

日本評論社 2010.4 711001212 339.1//アクチ//1

生命保険数学の基礎 : アクチュアリー数学入門 山内恒人著 東京大学出版会 2009.11 711001211 339.1//セイメ
生のデータを料理する : 統計科学における調査とモデル化 増補 岸野洋久著 日本評論社 2001.12 711001182 350//ナマノ//増補版

世界の日本人ジョーク集 [正] (中公新書ラクレ:202, 309) 早坂隆著 中央公論新社
2006.1-
2009.3

711000732 361.42//セカイ

グーテンベルクの銀河系 : 活字人間の形成
マーシャル・マク
ルーハン著/森常治
訳

みすず書房 1986.2 711000159 361.45//グテン

日本文化論のインチキ (幻冬舎新書:165 ; [こ-6-3]) 小谷野敦著 幻冬舎 2010.5 711000291 361.5//ニホン

基礎福祉工学 (ロボティクスシリーズ:12)
手嶋教之 [ほか] 共
著

コロナ社 2009.2 711001400 369.18//キソフ

教育×破壊的イノベーション : 教育現場を抜本的に改革する

クレイトン・クリ
ステンセン, マイ
ケル・ホーン,
カーティス・ジョ
ンソン著/櫻井祐子

翔泳社 2008.11 711000326 372.53//キヨウ

反日組織・日教組の行状 (家族で読めるfamily book series:016.
たちまちわかる最新時事解説)

一止羊大著 飛鳥新社 2009.11 711000170 374.37//ハンニ

民主党と日教組 : 決定版 阿比留瑠比著
産経新聞出版/日本
工業新聞新社 (発
売)

, 2010.6 711000169 374.37//ミンシ

中学校学習指導要領 文部科学省 [編] 東山書房 2008.8 711000034 375.1//チユウ
院ナビ!理工系「逆引き」研究室案内 東京図書編集部編 東京図書 2010.5 711001103 377.21//インナ
アフリカの高等教育 鶴田義男著 近代文藝社 2010.3 711000249 377.24//アフリ
情報理工学 : 東大研究者が描く未来 萩尾好紀著 日刊工業新聞社 2010.5 711001188 377.28//ジヨウ
科研費獲得の方法とコツ 児島将康著 羊土社 2010.8 711000433 377.7//カケン
就活のトリセツ : しあわせ内定率が10倍アップ 渋谷文武著 総合法令出版 2008.4 711000610 377.9//シユウ
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就職活動無理せず書けるエントリーシート・自己PR・志望動機
2012年度版 (就職の王道BOOKs:3.5)

才木弓加編著 実務教育出版 2007.9- 711000556 377.9//シユウ//2012

内定の5力 : 考える力書く力話す力聴く力時間力 白潟敏朗著 中経出版 2010.9 711000703 377.9//ナイテ
ヨーロッパの形 : 螺旋の文化史 篠田知和基著 八坂書房 2010.9 711000820 382.3//ヨロツ
新しい自然学 : 非線形科学の可能性 (双書科学/技術のゆくえ) 蔵本由紀著 岩波書店 2003.2 711000453 401//アタラ

自己組織化ハンドブック
国武豊喜監修/下村
政嗣, 山口智彦編
集幹事

エヌ・ティー・エ
ス

2009.11 711000299 401//ジコソ

理科年表 机上版 第84冊(平成23年) 東京天文台編纂 丸善 1975- 711001098 403.6//リカネ//2011
サはサイエンスのサ 鹿野司著 早川書房 2010.1 711000148 404//サハサ

Sync (シンク) : なぜ自然はシンクロしたがるのか
スティーヴン・ス
トロガッツ著/長尾
力訳

早川書房 2005.3 711000462 404//シンク

宇宙大航海 : 日本の天文学と惑星探査のいま (別冊日経サイエン
ス:175)

日経サイエンス編
集部編

日経サイエンス/日
本経済新聞出版社
(発売)

, 2010.11 711000894 405//ベツサ//175

一流の科学者が書く英語論文
アン・M・コー
ナー著/瀬野悍二
訳・編

東京電機大学出版
局

2010.1 711001245 407//イチリ

英語科学論文の書き方と国際会議でのプレゼン 廣岡慶彦著 研究社 2009.9 711001364 407//エイゴ
科学技術英語論文の徹底添削 : ライティングレベルに対応した
添削指導

絹川麻理, 塚本真
也共著

コロナ社 2010.3 711000023 407//カガク

科学者が「起業」で成功する方法
キャスリーン・ア
レン著/北川知子訳

日経BP社/日経BP
出版センター (発
売)

, 2009.12 711000443 407//カガク

科学英語を読みこなす : 思考力も身につく英文記事読解テク 畠山雄二著 丸善 2010.9 711000826 407//カガク
科学技術英語論文英借文用例辞典 佐藤洋一編著 オーム社 2010.4 711001414 407//カガク

世界に通じる科学英語論文の書き方 : 執筆・投稿・査読・発表
R・A・デイ, B・
ガステル著/美宅成
樹訳

丸善 2010.1 711001380 407//セカイ

理系のための英語「キー構文」46 : 英語論文執筆の近道 (ブルー
バックス:B-1653)

原田豊太郎著 講談社 2009.9 711001363 407//リケイ

理工系&バイオ系大学院で成功する方法

パトリシア・ゴス
リング, バルト・
ノールダム著/白楽
ロックビル監訳・
解説

日本評論社 2010.6 711000444 407//リコウ

理工系の英語論文講座 佐藤洋一著 オーム社 2008.11 711001382 407//リコウ
図解・つくる電子回路 : 正しい工具の使い方、うまく作るコツ
(ブルーバックス:B-1553)

加藤ただし著 講談社 2007.5 711000978 408//B//1553

新体系・高校数学の教科書 上 (ブルーバックス:B-1677,1678) 芳沢光雄著 講談社 2010.3 711001406 408//B//1677
新体系・高校数学の教科書 下 (ブルーバックス:B-1677,1678) 芳沢光雄著 講談社 2010.3 711001407 408//B//1678

新・材料化学の最前線 : 未来を創る「化学」の力 (ブルーバック
ス:B-1692)

首都大学東京都市
環境学部分子応用
化学研究会編

講談社 2010.7 711000436 408//B//1692

数学の自由性 (ちくま学芸文庫:[タ27-2]) 高木貞治著 筑摩書房 2010.3 711000027 408//チクマ

化学の歴史 (ちくま学芸文庫:[ア32-1])
アイザック・アシ
モフ著/玉虫文一,
竹内敬人訳

筑摩書房 2010.3 711000028 408//チクマ

ガロア理論入門 (ちくま学芸文庫:[ア-33-1])
アルティン著/寺田
文行訳

筑摩書房 2010.4 711000029 408//チクマ

物理の歴史 (ちくま学芸文庫:[ト-12-1]) 朝永振一郎編 筑摩書房 2010.4 711000030 408//チクマ

ラング線形代数学 上 (ちくま学芸文庫:[ラ8-1, 2])
サージ・ラング著/
芹沢正三訳

筑摩書房 2010.5 711000139 408//チクマ

ラング線形代数学 下 (ちくま学芸文庫:[ラ8-1, 2])
サージ・ラング著/
芹沢正三訳

筑摩書房 2010.5 711000140 408//チクマ

現代数学への道 (ちくま学芸文庫:[ナ19-1]) 中野茂男著 筑摩書房 2010.6 711000245 408//チクマ

ゲーテ地質学論集 鉱物篇 (ちくま学芸文庫:[ケ6-4]-[ケ6-5])
ゲーテ著/木村直司
編訳

筑摩書房 2010.6- 711000246 408//チクマ

ゲーテ地質学論集 気象篇 (ちくま学芸文庫:[ケ6-4]-[ケ6-5])
ゲーテ著/木村直司
編訳

筑摩書房 2010.6- 711000335 408//チクマ

確率論の基礎概念 (ちくま学芸文庫:[コ33-1])
A.N.コルモゴロフ
著/坂本實訳

筑摩書房 2010.7 711000336 408//チクマ

数学がわかるということ : 食うものと食われるものの数学 (ちく
ま学芸文庫:[ヤ21-1])

山口昌哉著 筑摩書房 2010.8 711000404 408//チクマ

エキゾチックな球面 (ちくま学芸文庫:[ノ6-3]) 野口廣著 筑摩書房 2010.8 711000405 408//チクマ
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初学者のための整数論 (ちくま学芸文庫:[ウ18-1])
アンドレ・ヴェイ
ユ著/片山孝次 [ほ
か] 訳

筑摩書房 2010.9 711000456 408//チクマ

数と図形 (ちくま学芸文庫:[ラ9-1])
H. ラーデマッヘ
ル, O. テープリッ
ツ著/山崎三郎, 鹿

筑摩書房 2010.1 711000618 408//チクマ

量子論の発展史 (ちくま学芸文庫:[タ37-1]) 高林武彦著 筑摩書房 2010.1 711000619 408//チクマ
対談数学大明神 (ちくま学芸文庫:[モ6-6]) 森毅, 安野光雅著 筑摩書房 2010.11 711000682 408//チクマ
数学をいかに使うか (ちくま学芸文庫:シ20-2) 志村五郎著 筑摩書房 2010.12 711000804 408//チクマ
カオスとフラクタル (ちくま学芸文庫:[ヤ21-2]) 山口昌哉著 筑摩書房 2010.12 711000805 408//チクマ
算数の先生 (ちくま学芸文庫:[ク-20-1]) 国元東九郎著 筑摩書房 2011.1 711001118 408//チクマ

フラクタル幾何学 上 (ちくま学芸文庫:[マ34-1]-[マ34-2])
B.マンデルブロ著/
広中平祐監訳

筑摩書房 2011.2 711001431 408//チクマ

フラクタル幾何学 下 (ちくま学芸文庫:[マ34-1]-[マ34-2])
B.マンデルブロ著/
広中平祐監訳

筑摩書房 2011.2 711001432 408//チクマ

走査トンネル顕微鏡技術 (岩波講座物理の世界. ものを見るとら
える:1)

橋詰富博, 一杉太
郎著

岩波書店 2011.1 711001074 408//ブツリ

古典と量子の間 (岩波講座物理の世界. 量子力学:3) 首藤啓著 岩波書店 2011.2 711001343 408//ブツリ
CRC encyclopedia of mathematics 3rd ed 1 : A-F Eric W. Weisstein CRC Press c2009 711001134 410.33//CRC//1
CRC encyclopedia of mathematics 3rd ed 2 : G-O Eric W. Weisstein CRC Press c2009 711001135 410.33//CRC//2
CRC encyclopedia of mathematics 3rd ed 3 : P-Z Eric W. Weisstein CRC Press c2009 711001136 410.33//CRC//3

現代数理科学事典 第2版
広中平祐編集委員
会代表

丸善 2009.12 711000940 410.33//ゲンダ

朝倉数学ハンドブック 基礎編
飯高茂, 楠岡成雄,
室田一雄編集

朝倉書店 2010.5 711001378 410.36//アサク

社会を変える驚きの数学 (ウェッジ選書:32. 「地球学」シリーズ
: 21世紀の地球と人類のかかわりを考える)

合原一幸編著 ウェッジ 2008.6 711001415 410.4//シヤカ

ゲーデルの不完全性定理 (数学ガール) 結城浩著
ソフトバンククリ
エイティブ

2009.11 711000165 410.4//スウガ

The Princeton companion to mathematics

editor, Timothy
Gowers/associate
editors, June
Barrow-Green,
Imre Leader

Princeton
University Press

c2008 711000945 410.7//PRI

演習大学院入試問題 第2版 物理学 1
姫野俊一, 陳啓浩
共著

サイエンス社 1997.6- 711001166 410.7//エンシ//1

演習大学院入試問題 第2版 物理学 2
姫野俊一, 陳啓浩
共著

サイエンス社 1997.6- 711001167 410.7//エンシ//2

解法と演習工学系大学院入試問題<数学・物理学>
陳啓浩, 姫野俊一
共著

数理工学社/サイエ
ンス社 (発売)

, 2003.7 711001169 410.7//カイホ

新編高専の数学 第2版・新装版 1
田代嘉宏, 難波完
爾編

森北出版 2010.1- 711001390 410.7//コウセ//1

新編高専の数学 第2版・新装版 2
田代嘉宏, 難波完
爾編

森北出版 2010.1- 711001391 410.7//コウセ//2

新編高専の数学 第2版・新装版 3
田代嘉宏, 難波完
爾編

森北出版 2010.1- 711001392 410.7//コウセ//3

もう一度高校数学 : 数IA・数IIB・数IIICがこの1冊でいっきにわ 高橋一雄著 日本実業出版社 2009.7 711001408 410.7//モウイ

工学のための応用代数 (工系数学講座:4)
杉原厚吉, 今井敏
行著

共立出版 1999.1 711001292 410.8//コウケ//4

常微分方程式の解法 (工系数学講座:9)
三井斌友, 小藤俊
幸著

共立出版 2000.1 711001297 410.8//コウケ//9

曲線とソリトン (開かれた数学:4) 井ノ口順一著 朝倉書店 2010.3 711001207 410.8//ヒラカ//4

ファジィ理論 : 基礎と応用
瀧澤武信編著/稲井
田次郎 [ほか] 執筆

共立出版 2010.8 711001198 410.9//フアジ

MATLABプログラミング入門 上坂吉則著
牧野書店/星雲社
(発売)

, 2000.12 711000167 410//MAT

基礎数学 第2版 (工科の数学) 田代嘉宏著 森北出版 1999.5 711001145 410//キソス

数学IVテキスト 2010 大槻恭士[著]

山形大学機能高分
子工学科・物質化
学工学科・機械シ
ステム工学科

[2010] 711000562 410//スウガ

数理工学最新ツアーガイド : 応用から生まれつつある新しい数
学

杉原正顯, 杉原厚
吉編著

日本評論社 2008.4 711001186 410//スウリ

大学新入生のためのリメディアル数学 中野友裕著 森北出版 2009.1 711001410 410//ダイガ

マスターしておきたい数学の基礎
加藤末広, 下田保
博, 大橋常道共著

コロナ社 2010.5 711001411 410//マスタ

やさしく学べる離散数学 石村園子著 共立出版 2007.9 711000571 410//ヤサシ
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リメディアル大学基礎数学 入江捷廣著 講談社 2009.1 711001405 410//リメデ
リメディアル大学の基礎数学 小寺平治著 裳華房 2009.1 711000050 410//リメデ
線形代数 (工科の数学) 田代嘉宏著 森北出版 1999.5 711001146 411.3//センケ
線形代数の基礎 (これでわかった!) 谷克彦著 技術評論社 2009.9 711001250 411.3//センケ

線型代数の発想 第3版
三浦毅, 佐藤邦夫,
高橋眞映共著

学術図書出版社 2009.1 711000053 411.3//センケ

線形代数 (理工系のための解く!) 筧三郎, 西成活裕 講談社 2007.11 711001369 411.3//リコウ
物理と工学で使う行列と固有値 (これでわかった!) 谷克彦著 技術評論社 2010.1 711001288 411.35//ブツリ
Maximaで学ぶコンピュータ代数 (I/O books) 赤間世紀著 工学社 2010.5 711001214 411//MAX
数学者的思考トレーニング 代数編 上野健爾著 岩波書店 2010.7 711001195 411//スウガ

Calculus 6th ed James Stewart
Thomson
Brooks/Cole

c2008 711000031 413.3//CAL

超入門微分積分 小寺平治著 講談社 2007.9 711000074 413.3//チヨウ
テキスト微分積分 小寺平治著 共立出版 2003.11 711001425 413.3//テキス
微分・積分30講 (数学30講シリーズ:1) 志賀浩二著 朝倉書店 1988.3 711000756 413.3//ビブン
微分積分 第2版 (工科の数学) 田代嘉宏著 森北出版 1999.5 711001147 413.3//ビブン

微分積分 (理工系のための解く!)
神谷淳 [ほか] 著/
講談社サイエン
ティフィク編集

講談社 2006.1 711000054 413.3//ビブン

微分積分+微分方程式 (理工系の数理)
川野日郎, 薩摩順
吉, 四ツ谷晶二共

裳華房 2004.11 711000055 413.3//ビブン

微分積分 新訂 1 高遠節夫 [ほか] 著 大日本図書 c2003- 711000298 413.3//ビブン
ルベーグ積分講義 : ルベーグ積分と面積0の不思議な図形たち 新井仁之著 日本評論社 2003.1 711000583 413.4//ルベグ
テキスト複素解析 小寺平治著 共立出版 2010.1 711001326 413.52//テキス
複素関数への一歩 三浦毅著 学術図書出版社 2010.9 711000563 413.52//フクソ

複素解析 (理工系のための解く!)

安岡康一, 植之原
裕之, 宮本智之著/
講談社サイエン
ティフィク編集

講談社 2005.4 711001371 413.52//リコウ

ラプラス変換入門 水本久夫著 森北出版 1984.2 711001385 413.56//ラプラ

マンガでわかるフーリエ解析
渋谷道雄著/晴瀬ひ
ろき作画

オーム社 2006.3 711001110 413.59//マンガ

基本例解テキスト微分方程式 (ライブラリ基本例解テキスト:3)
寺田文行, 坂田?共
著

サイエンス社 2007.6 711000035 413.6//キホン

テキスト微分方程式 小寺平治著 共立出版 2006.1 711001325 413.6//テキス
微分方程式序説 (新しい解析学の流れ) 岡村博著 共立出版 2003.12 711001173 413.6//ビブン
微分方程式 (現代応用数学の基礎) 笠原晧司著 日本評論社 1994.4 711001180 413.6//ビブン
微分方程式の基礎 (これでわかった!) 潮秀樹著 技術評論社 2009.11 711001251 413.6//ビブン

微分方程式 (理工系のための解く!)
水本哲弥著/講談社
サイエンティフィ
ク編集

講談社 2005.4 711001370 413.6//リコウ

常微分方程式の局所漸近解析 : 特異点・臨界点が解の大域的性
質を明らかにする

柴田正和著 森北出版 2010.8 711001285 413.62//ジヨウ

微分方程式の解法と応用 : たたみ込み積分とスペクトル分解を
用いて

登坂宣好著 東京大学出版会 2010.6 711001194 413.62//ビブン

複雑系のための基礎数理 : べき乗則とツァリスエントロピーの
数理 (数理情報科学シリーズ:23)

須鎗弘樹著
牧野書店/星雲社
(発売)

, 2010.8 711000723 413.65//フクザ

システム解析のためのフーリエ・ラプラス変換の基礎 楊剣鳴著 コロナ社 2008.1 711001170 413.66//システ
応用解析 (工科の数学) 田代嘉宏著 森北出版 2002.4 711001144 413//オウヨ
使える数学!!応用解析 : ラプラス変換/フーリエ解析/ベクトル解 宇治野秀晃著 森北出版 2009.1 711001157 413//ツカエ

微分積分 改訂版
矢野健太郎, 石原
繁編

裳華房 1991.11 711001389 413//ビブン

工学・物理のための基礎ベクトル解析
畑山明聖, 櫻林徹
共著

コロナ社 2009.3 711001399 414.7//コウガ

じっくり学ぶ曲線と曲面 : 微分幾何学初歩 中内伸光著 共立出版 2005.9 711001294 414.7//ジツク
重点解説基礎微分幾何 : 曲面, 多様体, テンソル, 微分形式, リー
マン幾何 (臨時別冊・数理科学. SGCライブラリ:70)

塩谷隆著 サイエンス社 2009.11 711001197 414.7//ジユウ

要点がわかるベクトル解析
丸山武男, 石井望
共著

コロナ社 2007.4 711001398 414.7//ヨウテ

理工系ベクトル解析
丸山祐一, 喜多義
範著

共立出版 2003.9 711001296 414.7//リコウ

可視化の技術と現代幾何学 若山正人編 岩波書店 2010.3 711001209 414//カシカ
形状CADと図形の数学 (工系数学講座:19) 金谷健一著 共立出版 1998.2 711001295 414//ケイジ
なわばりの数理モデル : ボロノイ図からの数理工学入門 杉原厚吉著 共立出版 2009.2 711001293 414//ナワバ
測度・エントロピー・フラクタル (非線形解析:3) 青木統夫著 共立出版 2004.8 711001323 415.3//ソクド

関数解析の基礎 : ∞次元の微積分
堀内利郎, 下村勝
孝共著

内田老鶴圃 2005.4 711001387 415.5//カンス
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工学系の関数解析 小川英光著 森北出版 2010.5 711001205 415.5//コウガ
力学系の実解析入門 (非線形解析:1) 青木統夫著 共立出版 2004.5 711001321 415.5//ヒセン//1
エルゴード理論と特性指数 (非線形解析:2) 青木統夫著 共立出版 2004.7 711001322 415.5//ヒセン//2
ロジスティック写像と間欠性の実解析 (非線形解析:4) 青木統夫著 共立出版 2004.9 711001324 415.5//ヒセン//4

スペクトル理論と微分方程式 (新しい解析学の流れ)
E.B.Davies著/若野
功訳

共立出版 2007.7 711001320 415.52//スペク

44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方 上田拓治著 オーム社 2009.5 711000824 417.6//44ノ

ExcelでR自由自在
R.M.ハイバー
ガー, E. ノイヴィ
ルト/石田基広, 石

シュプリンガー・
ジャパン

2010.3 711000045 417//EXC

Rデータ自由自在
P.スペクター著/石
田基広, 石田和枝

シュプリンガー・
ジャパン

2008.1 711000046 417//Rデタ

Rで学ぶベイズ統計学入門
J.アルバート著/石
田基広, 石田和枝

シュプリンガー・
ジャパン

2010.11 711000817 417//Rデマ

RとS-PLUSによる多変量解析
B. エヴェリット著
/石田基広, 石田和
枝, 掛井秀一訳

シュプリンガー・
ジャパン

2007.6 711000809 417//RトS

Rによる統計解析ハンドブック

Brian S.Everitt,
Torsten Hothorn著
/大門貴志, 吉川俊
博, 手良向聡訳

メディカル・パブ
リケーションズ

2010.3 711000226 417//Rニヨ

Rによるノンパラメトリック回帰の入門講義 竹澤邦夫著 メタ・ブレーン 2009.1 711000277 417//Rニヨ
Rによる画像表現とGUI操作 竹澤邦夫著 カットシステム 2010.8 711000430 417//Rニヨ
Scilabで学ぶ統計・スペクトル解析と同定 橋本洋志著 オーム社 2008.11 711001356 417//SCI

S-PLUSによる統計解析 第2版
W.N.ヴェナブル
ズ, B.D.リプリー
著/伊藤幹夫[ほか]

シュプリンガー・
ジャパン

2009.12 711000808 417//SPL

S-PLUSによる混合効果モデル解析
J.C.ピネイロ,
D.M.ベイツ著/塩
見真里 [ほか] 訳

シュプリンガー・
ジャパン

2010.11 711000818 417//SPL

確率統計学テキスト 2010 大槻恭士[著]
山形大学大学院理
工学研究科

2010 711000090 417//カクリ//2010

カテゴリカルデータ解析 (Rで学ぶデータサイエンス:1) 藤井良宜著 共立出版 2010.4 711000227 417//カテゴ
カーネル多変量解析 : 非線形データ解析の新しい展開 (確率と情
報の科学:第1期)

赤穂昭太郎著 岩波書店 2008.11 711001171 417//カネル

データマイニング入門 : Rで学ぶ最新データ解析 豊田秀樹編著 東京図書 2008.12 711000429 417//デタマ
道具としてのベイズ統計 涌井良幸著 日本実業出版社 2009.11 711000163 417//ドウグ
非対称多次元尺度構成法 : 行動科学における多変量データ解析 千野直仁著 現代数学社 1997.4 711000101 417//ヒタイ

マシンラーニング (Rで学ぶデータサイエンス:6)
辻谷將明, 竹澤邦
夫著

共立出版 2009.6 711000229 417//マシン

マンガでわかる統計学 [正]
高橋信著/トレン
ド・プロマンガ制
作

オーム社 2004.7- 711001109 417//マンガ

理論と経営データでわかる使える!多変量解析 清水功次著 日刊工業新聞社 2009.12 711001189 417//リロン

わかりやすい数理計画法
坂和正敏, 矢野均,
西崎一郎共著

森北出版 2010.3 711001206 417//ワカリ

Octaveを用いた数値計算入門 (Computer in education and
research:6)

北本卓也著
ピアソン・エデュ
ケーション

2002.12 711001163 418.1//OCT

数値計算&可視化ソフト : Yorick(ヨリック) (I/O books) 横田博史著 工学社 2010.7 711001213 418.1//スウチ
数値計算システムScilab (サイラボ) (I/O books) 赤間世紀著 工学社 2010.3 711001215 418.1//スウチ

力学 (講談社基礎物理学シリーズ:1)
副島雄児, 杉山忠
男著

講談社 2009.9 711001357 420.8//コウダ//1

物理のための数学入門 (講談社基礎物理学シリーズ:10)
二宮正夫, 並木雅
俊, 杉山忠男著

講談社 2009.9 711001362 420.8//コウダ//10

振動・波動 (講談社基礎物理学シリーズ:2) 長谷川修司著 講談社 2009.9 711001358 420.8//コウダ//2
電磁気学 (講談社基礎物理学シリーズ:4) 横山順一著 講談社 2009.9 711001359 420.8//コウダ//4
解析力学 (講談社基礎物理学シリーズ:5) 伊藤克司著 講談社 2009.9 711001360 420.8//コウダ//5

量子力学 1 (講談社基礎物理学シリーズ:6-7)
原田勲, 杉山忠男
著

講談社
2009.9-
2010.4

711001361 420.8//コウダ//6

MATLABで解く物理学 力学編 (I/O books) 大川善邦著 工学社 2008.12 711001159 420//MAT//1
基幹物理学 : こつこつと学ぶ人のためのテキスト 第2版 星崎憲夫, 町田茂 てらぺいあ 2009.7 711001148 420//キカン

基礎物理
杉本徹, 山田泰一,
伊藤悦朗著

東京教学社 2010.4 711001282 420//キソブ

工学系物理の基礎 (これでわかった!) 正宗賢著 技術評論社 2010.1 711001254 420//コウガ

物理入門
高橋正雄, 栗田泰
生著

東京教学社 2010.11 711001283 420//ブツリ

物理学 : 理工系の基礎教育 大槻義彦著 学術図書出版社 2005.11 711000056 420//ブツリ
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電磁気学のききどころ (物理講義のききどころ:2) 和田純夫著 岩波書店 1994.11 711001140 420//ブツリ// 2
力学のききどころ (物理講義のききどころ:1) 和田純夫著 岩波書店 1994.1 711001139 420//ブツリ//1
物理学実験 2010年度版 加藤宏朗　他著 711000087 420//ブツリ//2010
量子力学のききどころ (物理講義のききどころ:3) 和田純夫著 岩波書店 1995.3 711001141 420//ブツリ//3
振動・波動のききどころ (物理講義のききどころ:5) 和田純夫著 岩波書店 1995.8 711001142 420//ブツリ//5
相対論的物理学のききどころ (物理講義のききどころ:6) 和田純夫著 岩波書店 1996.3 711001143 420//ブツリ//6
問題例で深める物理 : 統一的思考力を身につけるために (臨時別
冊・数理科学. SGCライブラリ:73)

香取眞理, 中野徹
共著

サイエンス社 2010.5 711001165 420//モンダ

リメディアル大学基礎物理 入江捷廣著 講談社 2010.2 711001404 420//リメデ
解析的延長がわかれば特殊相対性理論がわかる (I/O books) 小林啓祐著 工学社 2009.6 711001160 421.2//カイセ
ニュートン力学からはじめるアインシュタインの相対性理論 林光男著 講談社 2010.1 711001384 421.2//ニユト

量子力学 (理工系のための解く!)
伊藤治彦著/講談社
サイエンティフィ
ク編集

講談社 2008.5 711001374 421.3//リコウ

先端技術の量子力学 (理工系のための解く!)
伊藤治彦著/講談社
サイエンティフィ
ク編集

講談社 2010.2 711001377 421.3//リコウ

量子の道草 : 方程式のある風景 増補版 保江邦夫著 日本評論社 2009.1 711001422 421.3//リヨウ
同期現象の数理 : 位相記述によるアプローチ (非線形科学シリー
ズ:6)

蔵本由紀, 河村洋
史共著

培風館 2010.7 711000461 421.4//ドウキ

時系列解析における揺動散逸原理と実験数学 (数理物理シリー 岡部靖憲著 日本評論社 2002.2 711001179 421.5//ジケイ
非線形科学 (集英社新書:0408G) 蔵本由紀著 集英社 2007.9 711000463 421.5//ヒセン
物理数学がわかる : 意味がわかれば面白い!数学をツールとして
使うための入門書 (ファーストブック)

潮秀樹著 技術評論社 2010.5 711001252 421.5//ブツリ

連続体力学 : 材料力学
A.J.M.Spencer原
著/今戸啓二訳

永木製本出版部 2010.5 711001223 423.1//レンゾ

初歩の微分方程式と力学
渡辺一実, 上田整
共著

養賢堂 2009.1 711000707 423.35//シヨホ

CFD最前線 (機械工学最前線:2)
日本機械学会編/蔦
原道久 [ほか] 著

共立出版 2007.4 711001310 423.8//CFG

Introductory fluid mechanics : hbk. Joseph Katz
Cambridge
University Press

2010 711000937 423.8//INT

Micro- and nanoscale fluid mechanics : transport in microfluidic
devices

Brian J. Kirby
Cambridge
University Press

2010 711000938 423.8//MIC

学生のための流体力学入門
利光和彦 [ほか] 共
著

パワー社 2010.2 711000670 423.8//ガクセ

学生のための流体力学入門
利光和彦 [ほか] 共
著

パワー社 2010.2 711000797 423.8//ガクセ

高速流体力学 : 圧縮性流体力学の基礎 永田雅人著 森北出版 2010.6 711000667 423.8//コウソ

図解によるわかりやすい流体力学
中林功一, 山口健
二共著

森北出版 2010.3 711000669 423.8//ズカイ

図解によるわかりやすい流体力学
中林功一, 山口健
二共著

森北出版 2010.3 711000798 423.8//ズカイ

マンガでわかる流体力学
武居昌宏著/松下マ
イ作画

オーム社 2009.11 711001111 423.8//マンガ

流体力学 : シンプルにすれば「流れ」がわかる (専門基礎ライブ
ラリー)

築地徹浩ほか執筆 実教出版 2009.3 711000671 423.8//リユウ

流体力学 : 流体力学,気体力学,空気力学実験 (Springer university
textbooks)

E.クラウゼ著/足立
孝 [ほか] 訳

シュプリンガー・
ジャパン

2008.12 711000672 423.8//リユウ

流体力学 : 基礎と応用
社河内敏彦, 辻本
公一, 前田太佳夫

養賢堂 2008.7 711001241 423.8//リユウ

Instabilities, chaos and turbulence 2nd ed : hbk (ICP fluid
mechanics:v. 1)

Paul Manneville
Imperial College
Press

c2010 711000799 423.84//INS

とんでる力学 (パリティブックス)
牧野淳一郎著/パリ
ティ編集委員会編

丸善 2005.8 711000796 423//トンデ

はじめての力学 (新インターユニバーシティ) 堀川直顕編著 オーム社 2009.7 711001355 423//ハジメ
力学 (大学院入試問題から学ぶシリーズ) 中村徹著 日本評論社 2010.6 711001183 423//リキガ

力学 第2版 (物理学スーパーラーニングシリーズ)
佐川弘幸, 本間道
雄著

シュプリンガー・
ジャパン

2010.7 711001192 423//リキガ

力学の考え方 上 (バークレー校のティーチングアシスタントと
学ぶ)

アンドリュー・エ
ルビィ著/畑和也,
中野吉正訳

ピアソン・エデュ
ケーション

2009.12 711001219 423//リキガ//1

力学 (理工系のための解く!)
平山修著/講談社サ
イエンティフィク
編集

講談社 2006.4 711001372 423//リコウ

新・基礎波動・光・熱学 (ライブラリ新・基礎物理学:3)
永田一清, 松原郁
哉共著

サイエンス社 2006.7 711000071 424.3//シンキ
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顕微分光法 : ナノ・マイクロの世界を見る分光法 (分光測定入門
シリーズ:10)

日本分光学会編 講談社 2009.7 711001123 425.5//ブンコ//10

赤外・ラマン分光法 (分光測定入門シリーズ:6) 日本分光学会編 講談社 2009.7 711001122 425.5//ブンコ//6

伝熱学 : 基礎と要点
菊地義弘, 松村幸
彦著

共立出版 2006.1 711000062 426.3//デンネ

ソフトマターのための熱力学 田中文彦著 裳華房 2009.3 711000790 426.5//ソフト

熱力学 (理工系のための解く!)
三沢和彦著/講談社
サイエンティフィ
ク編集

講談社 2007.4 711001373 426.5//リコウ

超伝導工学 : 電気電子工学専攻テキスト 大嶋重利著
山形大学工学部電
気電子工学科,
2010.4

711000089 427.45//チヨウ

電磁気学 (大学院入試問題から学ぶシリーズ) 中村徹著 日本評論社 2010.6 711001184 427//デンジ
電磁気学 : 大学生のためのエッセンス 沼居貴陽著 共立出版 2010.9 711001260 427//デンジ

電磁気学 1 (現象と数学的体系から見える物理学:5)
牧野哲, 松永康, 徳
永旻共著

森北出版 2010.3 711000051 427//デンジ

電磁気学 (ビジュアルアプローチ)
前田和茂, 小林俊
雄著

森北出版 2009.12 711000290 427//デンジ

入門工系の電磁気学
西浦宏幸, 藤井研
一, 田中東著

共立出版 2010.9 711001270 427//ニユウ

よくわかる電磁気学 前野昌弘著 東京図書 2010.4 711001217 427//ヨクワ

高分子の物理 : 構造と物性を理解するために 改訂新版 (Springer
university textbooks)

G.R. ストローブ
ル著/深尾浩次 [ほ
か] 訳

シュプリンガー・
ジャパン

2010.7 711001193 428.1//コウブ

液晶の物理 (材料学シリーズ) 折原宏著 内田老鶴圃 2004.4 711000146 428.3//エキシ
おもしろレオロジー : どろどろ、ぐにゃぐにゃ物質の科学 (知り
たいサイエンス:084)

増渕雄一著 技術評論社 2010.7 711000451 428.3//オモシ

ソフトマター物理学入門 土井正男著 岩波書店 2010.8 711000452 428.3//ソフト

ソフトマター物理学 (物理学叢書:106)
ウイッテン, ピン
カス [著]/好村滋行

吉岡書店 2010.3 711000856 428.3//ソフト

電子物性 I ・II　量子物理　電子物性演習 第4版 大嶋重利著
山形大学工学部電
気電子工学科,
2010.4

711000086 428.4//デンシ

表面・界面工学大系 上巻: 基礎編 本多健一編集顧問
フジ・テクノシス
テム

2005 711000289 428//ヒヨウ//1

Organic hydroxy compounds, alcohols and phenols suppl. 4
(Chemistry data series:v. 1, pt. 2b, 2d, 2f. Vapor-liquid equilibria
data collection:2b, 2d, 2f)

J. Gmehling, U.
Onken, U.
Weidlich

Dechema c1978- 711000275 430.3//VAP

化学辞典 第2版 吉村壽次編集代表 森北出版 2009.12 711001397 430.33//カガク

化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスターガイド
今田泰嗣, 大嶋孝
志, 廣瀬敬治著

化学同人 2010.1 711000459 430.7//カガク

大学生のための例題で学ぶ化学入門
大野公一, 村田滋,
錦織紳一著

共立出版 2005.12 711001298 430//ダイガ

大学化学の基礎 内山敬康著 共立出版 1991.2 711001300 430//ダイガ

身近に学ぶ化学の世界 : welcome to the world of chemistry
宮澤三雄編著/浅香
征洋 [ほか] 著

共立出版 2009.1 711001299 430//ミジカ

やりなおし高校化学 宇都宮允俊著 講談社 2010.7 711001409 430//ヤリナ
理工系の基礎化学 竹内雍 [ほか] 著 共立出版 1995.4 711001301 430//リコウ

Dendrimer chemistry : pbk

authors, Fritz
V?gtle, Gabriele
Richardt, Nicole
Werner/translator,
Anthony J.
Rackstraw

Wiley-VCH c2009 711000387 431.1//DEN

元素図鑑 : 世界で一番美しい
セオドア・グレイ
著/武井摩利訳

創元社 2010.11 711001137 431.11//ゲンソ

元素がわかる : 使用用途や発見エピソードで楽しむ生活に意外
と身近な元素の世界 (ファーストブック)

小野昌弘著 技術評論社 2008.9 711001258 431.11//ゲンソ

金属錯体の光化学 (錯体化学会選書:2)
佐々木陽一, 石谷
治編著/石井和之
[ほか] 共著

三共出版 2007.1 711000970 431.13//サクタ//2

金属錯体の現代物性化学 (錯体化学会選書:3)
山下正廣, 小島憲
道編著/芥川智行
[ほか] 共著

三共出版 2008.1 711000971 431.13//サクタ//3

超分子金属錯体 (錯体化学会選書:5)
藤田誠, 塩谷光彦
編著

三共出版 2009.1 711000973 431.13//サクタ//5
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有機金属化学 (錯体化学会選書:6)
中沢浩, 小坂田耕
太郎編著/上野圭司
[ほか] 共著

三共出版 2010.1 711000974 431.13//サクタ//6

金属錯体の機器分析 上 (錯体化学会選書:7)
大塩寛紀編著/石黒
慎一 [ほか] 共著

三共出版 2010.1 711000975 431.13//サクタ//7

量子化学 上巻 原田義也著 裳華房 2007.11 711000683 431.19//リヨウ//1
量子化学 下巻 原田義也著 裳華房 2007.11 711000684 431.19//リヨウ//2
かいせつ化学熱力学 小島和夫著 培風館 2001.11 711000565 431.6//カイセ
基礎からわかる電気化学 (物質工学入門シリーズ) 泉生一郎 [ほか] 著 森北出版 2009.5 711000690 431.7//キソカ

Polymer libraries (Advances in polymer science:225)

volume editors,
Michael A.R.
Meier, Dean C.
Webster/with
contributions by
N. Adams ... [et

Springer c2010 711000313 431//ADV//225

Shape-memory polymers (Advances in polymer science:226)

volume editor,
Andreas
Lendlein/with
contributions by
M. Behl ... [et al.]

Springer c2010 711000315 431//ADV//226

Complex macromolecular systems 1 (Advances in polymer
science:227-228)

volume editors,
Axel H.E. M?ller,
Hans-Werner
Schmidt/with
contributions by V.
Alst?dt ... [et al.]

Springer c2010 711000236 431//ADV//227

Complex macromolecular systems 2 (Advances in polymer
science:227-228)

volume editors,
Axel H.E. M?ller,
Hans-Werner
Schmidt/with
contributions by V.
Alst?dt ... [et al.]

Springer c2010 711000628 431//ADV//228

Polymer characterization : rheology, laser interferometry,
electrooptics (Advances in polymer science:230)

volume editors,
Karel Du?ek,
Jean-Fran?ois
Joanny/with
contributions by
J.-F. Berret ... [et

Springer c2010 711000476 431//ADV//230

Polymer materials : block-copolymers, nanocomposites,
organic/inorganic hybrids, polymethylenes (Advances in polymer
science:231)

volume editors,
Kwang-Sup Lee,
Shiro
Kobayashi/with
contributions by
C. D. Han ... [et

Springer c2010 711000627 431//ADV//231

Biopolymers : lignin, proteins, bioactive nanocomposites
(Advances in polymer science:232)

volume editors,
Akihiro Abe, Karel
Du?ek, Shiro
Kobayashi/with
contributions by S.
Blazewicz ... [et

Springer c2010 711000629 431//ADV//232

Hybrid latex particles : preparation with (mini)emulsion
polymerization (Advances in polymer science:233)

volume editors,
Alex M. van Herk,
Katharina
Landfester/with
contributions by
S.A.F. Bon ... [et

Springer c2010 711000717 431//ADV//233

Chemical design of responsive microgels (Advances in polymer
science:234)

volume editors,
Andrij Pich, Walter
Richtering

Springer c2010 711000716 431//ADV//234

Silicon polymers (Advances in polymer science:235)

volume editors,
Aziz M.
Muzafarov/with
contributions by A.
Bockholt ... [et al.]

Springer c2011 711000715 431//ADV//235

High solid dispersions : hbk (Advances in polymer science:236)
volume editor,
Michel Cloitre

Springer c2010 711000719 431//ADV//236
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Enzymatic polymerisation (Advances in polymer science:237)

volume editors,
Anja R.A.
Palmans, Andreas
Heise/with
contributions by
G.M. Guebitz ...

Springer c2010 711000718 431//ADV//237

Polymer thermodynamics : liquid polymer-containing mixtures
(Advances in polymer science:238)

volume editors,
Sabine Enders,
Bernhard A.
Wolf/with
contributions by
S.H. Anastasiadis
... [et al.]

Springer c2011 711001336 431//ADV//238

Student's solutions manual to accompany Atkins' physical
chemistry 8th ed 学生版(英語版)

P.W. Atkins ... [et
al.]

Oxford University
Press

2006 711000449 431//STU

アトキンス物理化学 第8版 下
Peter Atkins, Julio
de Paula著/千原秀
昭, 中村亘男訳

東京化学同人 2009 711000187 431//アトキ//下

アトキンス物理化学 第8版 上
Peter Atkins, Julio
de Paula著/千原秀
昭, 中村亘男訳

東京化学同人 2009 711000186 431//アトキ//上

現代量子化学の基礎 中島威, 藤村勇一 共立出版 1999.1 711001302 431//ゲンダ
物質の機能からみた化学入門 杉森彰著 裳華房 2009.9 711000079 431//ブツシ
分子設計工学実験2・3/物性工学実験2・3/機能システム工学実験
2・3 2010年

山形大学工学部機
能高分子工学科編

山形大学工学部 [2009-] 711000088
432.07//ブンシ
//2010

安全化学実験ガイド : 研究室に所属したらすぐ読む
研究実験施設・環
境安全教育研究会
(REHSE) 編

講談社 2010.9 711001107 432.1//アンゼ

役にたつイオンクロマト分析

日本分析化学会イ
オンクロマトグラ
フィー研究懇談会
編集

みみずく舎/医学評
論社 (発売)

, 2009.11 711001354 433.45//ヤクニ

ICP発光分析・ICP質量分析の基礎と実際 : 装置を使いこなすた
めに : Inductively coupled plasma

日本分析化学会関
東支部編/上本道久
監修

オーム社 2008.5 711000694 433.5//ICP

よくある質問NMRスペクトルの読み方 (よくある質問シリーズ)
福士江里著/講談社
サイエンティフィ
ク編集

講談社 2009.2 711000785 433.57//ヨクア

多核種の溶液および固体NMR (錯体化学会選書:4)
北川進, 水野元博,
前川雅彦共著

三共出版 2008.1 711000784 433.69//タカク

多核種の溶液および固体NMR (錯体化学会選書:4)
北川進, 水野元博,
前川雅彦共著

三共出版 2008.1 711000972 433.69//タカク

役にたつ有機微量元素分析
日本分析化学会有
機微量分析研究懇
談会編集

みみずく舎/医学評
論社 (発売)

, 2008.12 711001085 433.9//ヤクニ

有機化学のための高分解能NMRテクニック
T. D. W. クラリッ
ジ著/竹内敬人, 西
川実希訳

講談社 2004.1 711000854 433.9//ユウキ

有機構造解析 (分析化学実技シリーズ:応用分析編 ; 3)
関宏子 [ほか] 著/
日本分析化学会編

共立出版 2010.8 711001084 433.9//ユウキ

Quantitative chemical analysis 8th ed International ed. Daniel C. Harris W. H. Freeman 2010 711000701 433//QUA

基礎からわかる分析化学 (物質工学入門シリーズ)
加藤正直, 塚原聡
共著

森北出版 2009.9 711000689 433//キソカ

基礎からわかる機器分析 (物質工学入門シリーズ)
加藤正直, 内山一
美, 鈴木秋弘共著

森北出版 2010.3 711000691 433//キソカ

現場で役立つ化学分析の基礎 日本分析化学会編 オーム社 2006.2 711000692 433//ゲンバ

なっとくする分析化学 (なっとくシリーズ)
斎藤恭一著/武曽宏
幸絵

講談社 2010.3 711000697 433//ナツト

なっとくする機器分析 (なっとくシリーズ) 中田宗隆著 講談社 2007.1 711000698 433//ナツト
分析化学 梅澤喜夫著 東京化学同人 2006.3 711000695 433//ブンセ
よくわかる最新分析化学の基本と仕組み : 基礎から学ぶ分析化
学の現場とノウハウ : 分析の常識 (How-nual図解入門)

津村ゆかり著 秀和システム 2009.4 711000696 433//ヨクワ

わかりやすい機器分析学
椛澤洋三, 中澤裕
之, 吉村吉博編/片
岡洋行 [ほか] 執筆

廣川書店 2004.4 711000700 433//ワカリ

使える!有機合成反応241実践ガイド
丸岡啓二 [ほか] 編
著

化学同人 2010.4 711000458 434//ツカエ
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若手研究者のための有機合成ラボガイド
山岸敬道, 山口素
夫, 佐藤潔著

講談社 2010.3 711000164 434//ワカテ

グラフェンの機能と応用展望
斉木幸一朗, 徳本
洋志監修

シーエムシー出版 2009.7 711000889 435.6//グラフ

ビギナーズ有機化学 川端潤著 化学同人 2000.1 711001448 437//ビギナ
ブルース有機化学概説 第2版 Paula Y.Bruice著 化学同人 2010.11 711001096 437//ブルス

ボルハルト・ショアー現代有機化学 上
K.P.C. Vollhardt,
N.E. Schore [著]/
大嶌幸一郎 [ほか]

化学同人 2004 711000037 437//ボルハ//1-1

有機化学がわかる : 最初のコツさえ覚えればこんなにわかって
くるやさしくてためになる有機化学 (ファーストブック)

齋藤勝裕著 技術評論社 2009.7 711001257 437//ユウキ

有機化学入門 船山信次著 共立出版 2004.11 711001303 437//ユウキ

有機化学 第7版 上
John McMurry著/
伊東椒 [ほか] 訳

東京化学同人 2009 711000564 437//ユウキ//1

宇宙がわかる : 星空が好きなあなたのための、この宇宙と私た
ちを知る宇宙論入門 (ファーストブック)

石坂千春著 技術評論社 2009.4 711001259 443.9//ウチユ

惑星気象学 松田佳久著 東京大学出版会 2000.11 711000893 445//ワクセ

日本の自然災害 : 世界の大自然災害も収録 1995-2009年 日本専門図書出版 2009.7 711000490
450.91//ニホン
//1995/2009

日本の自然災害 : M8.0大地震襲来 : 日本は、家族・住居は 日本専門図書出版 2010.12 711000851 450.98//ニホン
地球のダイナミックス (地質学:1) 平朝彦著 岩波書店 2001.3 711000072 450//チシツ//1
石と人間の歴史 : 地の恵みと文化 (中公新書:2081) 蟹澤聰史著 中央公論新社 2010.11 711000967 455//イシト
生物学辞典 石川統 [ほか] 編集 東京化学同人 2010.12 711000807 460.3//セイブ
極限環境生物学 (現代生物科学入門:10) 黒岩常祥 [ほか] 著 岩波書店 2010.1 711000620 460.8//ゲンダ//10
構造機能生物学 (現代生物科学入門:3) 藤吉好則 [ほか] 著 岩波書店 2011.1 711001112 460.8//ゲンダ//3
合成生物学 (現代生物科学入門:9) 柳川弘志 [ほか] 著 岩波書店 2010.4 711000136 460.8//ゲンダ//9
生体膜のダイナミクス (シリーズ・ニューバイオフィジックス:2-
4)

八田一郎, 村田昌
之担当編集委員

共立出版 2000.9 711001306 460.8//シリズ//4

生命科学がわかる : 生物の生きるしくみをミクロの視点で理解
する (ファーストブック)

工藤佳久, 都筑幹
夫著

技術評論社 2008.1 711001256 460//セイメ

理工系のための生物学 坂本順司著 裳華房 2009.11 711000058 460//リコウ
確率過程と数理生態学 (日評数学選書) 藤曲哲郎著 日本評論社 2003.1 711001181 461.9//カクリ

「行動・進化」の数理生物学 (シリーズ数理生物学要論:巻3)
日本数理生物学会
編集/瀬野裕美責任
編集

共立出版 2010.2 711001200 461.9//シリズ//3

数理生物学 : 個体群動態の数理モデリング入門 瀬野裕美著 共立出版 2007.6 711001304 461.9//スウリ
数理生物学入門 : 生物社会のダイナミックスを探る : 改装版 巌佐庸著 共立出版 1998.3 711001305 461.9//スウリ

生物集団の数学 : 人口学・生態学・疫学へのアプローチ 上
ホルスト R.
ティーメ著/齋藤保

日本評論社
2006.11-
2008.9

711001176 461.9//セイブ//1

生物集団の数学 : 人口学・生態学・疫学へのアプローチ 下
ホルスト R.
ティーメ著/齋藤保

日本評論社
2006.11-
2008.9

711001177 461.9//セイブ//2

細胞生理学 (数理生理学:上)
J. Keener, J.
Sneyd著

日本評論社 2005.2 711001174 463.9//スウリ//1

システム生理学 (数理生理学:下)
J. Keener, J.
Sneyd著

日本評論社 2005.2 711001175 463.9//スウリ//2

分子生物学入門 (岩波新書:新赤版 777) 美宅成樹著 岩波書店 2002.3 711000032 464.1//ブンシ
バイオミネラリゼーションとそれに倣う新機能材料の創製 加藤隆史監修 シーエムシー出版 2007.1 711000267 464.8//バイオ
バイオミネラリゼーション : 生物が鉱物を作ることの不思議 渡部哲光著 東海大学出版会 1997.2 711000268 464.8//バイオ
複雑系のバイオフィジックス (シリーズ・ニューバイオフィジッ
クス:2-7)

金子邦彦担当編集
委員

共立出版 2001.8 711001307 464.9//フクザ

基礎からわかる生物化学 (物質工学入門シリーズ)
杉森大助 [ほか] 共
著

森北出版 2010.6 711001203 464//キソカ

マクマリー生物有機化学 第3版 生化学編
McMurry [ほか著]/
今西武 [ほか] 訳

丸善 2010.8- 711001099 464//マクマ

微生物の力学系 : ケモスタット理論を通して
ハル・スミス,
ポール・ウォルト
マン著/竹内康博監

日本評論社 2004.2 711001178 465//ビセイ

生物進化を考える (岩波新書:新赤版 19) 木村資生著 岩波書店 1988.4 711000033 467.5//セイブ

エアロアクアバイオメカニクス : 生きものに学ぶ泳ぎと飛行の
しくみ

エアロ・アクアバ
イオメカニズム研
究会編

森北出版 2010.8 711000791 481.3//エアロ

Animal locomotion : [the physics of flying, the hydrodynamics of
swimming]

Graham K. Taylor,
Michael S.
Triantafyllou, and
Cameron Tropea
(eds.)

Springer c2010 711000640 481//ANI
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動物の生き残り術 : 行動とそのしくみ (動物の多様な生き方:2)
日本比較生理生化
学会編/酒井正樹担
当編集委員

共立出版 2009.5 711000171 481//ドウブ//2

動物の「動き」の秘密にせまる : 運動系の比較生物学 (動物の多
様な生き方:3)

日本比較生理生化
学会編/尾崎浩一,
吉村建二郎担当編
集委員

共立出版 2009.6 711000172 481//ドウブ//3

動物は何を考えているのか? : 学習と記憶の比較生物学 (動物の
多様な生き方:4)

日本比較生理生化
学会編/曽我部正博
担当編集委員

共立出版 2009.8 711000173 481//ドウブ//4

昆虫テクノロジー : 産業利用への可能性 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:364. バイオテクノロジーシリーズ)

川崎建次郎, 野田
博明, 木内信監修

シーエムシー出版 2010.8 711000890 486.1//コンチ

流れがわかる学会発表・論文作成How To : 症例報告、何をどう
やって準備する?

佐藤雅昭, 和田洋
巳, 中村隆之著

メディカルレ
ビュー社

2004.1 711000235 490.7//ナガレ

Schaum's outline of human anatomy and physiology 3rd ed
(Schaum's outline series)

Kent M. Van De
Graaff, R. Ward
Rhees, Sidney
Palmer

McGraw-Hill c2010 711000300 491.3//SCH

イラスト人体そのしくみと働き
加藤昌彦, 田村明
編/加藤昌彦 [ほか]

東京教学社 2009.6 711001284 491.3//イラス

バイオメカニクス : 機械工学と生物・医学の融合 立石哲也著 オーム社 2010.7 711001379 491.36//バイオ

スキルサイエンス入門 : 身体知の解明へのアプローチ (知の科学)
古川康一編著/人工
知能学会編/植野研
[ほか] 共著

オーム社 2009.3 711001368 491.367//スキル

よくわかる筋肉・関節の動きとしくみ : 人体の「動き」のメカ
ニズムを図解で学ぶ! : 身体運動の不思議 (How-nual図解入門)

中村和志著 秀和システム 2010.3 711000174 491.367//ヨクワ

化粧品・医薬品の経皮吸収

ロバート L.ブロ
ナー, ハワード I.
メイバック編著/杉
林堅次監訳

フレグランス
ジャーナル社

2005.9 711001087 491.369//ケシヨ

脳に悪い7つの習慣 (幻冬舎新書:143, [は-5-1]) 林成之著 幻冬舎 2009.9 711000193 491.37//ノウニ
システムとしての脳 (脳研究への出発) 榊原学, 吉岡亨編 共立出版 2003.1 711001319 491.371//システ
脳と運動 : アクションを実行させる脳 第2版 (ブレインサイエン
ス・シリーズ:17)

丹治順著 共立出版 2009.1 711001158 491.371//ノウト

視覚情報処理ハンドブック 日本視覚学会編 朝倉書店 2000.9 711000984 491.374//シカク

バイオメディカルフォトニクス : 生体医用光学の基礎と応用

電気学会次世代バ
イオメディカル・
レーザ応用技術調
査専門委員会編

電気学会/オーム社
(発売)

, 2009.4 711001381 492.8//バイオ

バイオセラミックス 田中順三[ほか]共 コロナ社 2009.11 711001154 492.89//バイオ
看護・介護を助ける姿勢と動作 : イラストで学ぶボディメカニ
クス

小川鑛一著
東京電機大学出版
局

2010.6 711001242 492.9//カンゴ

生体機能代行装置学 血液浄化 : 臨床工学テキスト
海本浩一編著/北村
洋, 岩谷博次, 平井
康裕著

東京電機大学出版
局

2010.3 711001244 494.93//セイタ

臨床工学技士入門ガイドブック : これからの医療と新しいライ
センス

日本臨床工学技師
教育施設協議会編/
平井紀光編著

共立出版 1998.4 711001308 498.14//リンシ

技術を支える数学 : 研究開発の現場から

九州大学大学院数
理学研究院, 九州
大学産業技術数理
研究センター編

日本評論社 2008.8 711001185 501.1//ギジユ

工業数学がわかる : 基礎からやさしく解説・もの創りのための
数学レッスン! (ファーストブック)

井上満著 技術評論社 2010.3 711001253 501.1//コウギ

線形代数 (工科系の数学:3)
マイベルク, ファ
ヘンアウア著/薩摩
順吉訳

サイエンス社 2000.9 711000231 501.1//センケ

わかりやすい応用数学 : ベクトル解析・複素解析・ラプラス変
換・フーリエ解析

有末宏明 [ほか] 共
著

コロナ社 2010.4 711001401 501.1//ワカリ

真空技術 第3版 (物理工学実験:4) 堀越源一著 東京大学出版会 1994.9 711000078 501.2//ブツリ//4
自動計測システムのためのVisual Basic 2005入門 金藤仁著 技術評論社 2007.4 711001249 501.22//ジドウ
触覚認識メカニズムと応用技術 : 触覚センサ・触覚ディスプレ
イ

下条誠 [ほか] 編
サイエンス&テク
ノロジー

2010.9 711000952 501.22//シヨツ

図解LabVIEWデータ集録プログラミング : 計測用DAQデバイス
によるアナログ入出力,データ保存のすべて

小澤哲也著 森北出版 2008.11 711001265 501.22//ズカイ

センサ活用ハンドブック : 色/明るさから距離/圧力まで14のター
ゲットを検出 (トランジスタ技術Special:No.96)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版 2006.1 711000523 501.22//センサ
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センサ活用の素 : 基礎入門 1 後閑哲也著 技術評論社
2009.4-
2009.6

711000519 501.22//センサ//1

センサ活用の素 : 基礎入門 2 後閑哲也著 技術評論社
2009.4-
2009.6

711000520 501.22//センサ//2

ひずみゲージによるひずみ測定入門 : 歴史から測定まで 改訂新 高橋賞, 河井正安 大成社 2009.1 711000191 501.22//ヒズミ

マイクロセンサ工学 (現場の即戦力)
室英夫編著/藍光郎
[ほか] 著

技術評論社 2009.8 711000877 501.22//マイク

Cradle Viewerで見る流体工学
御法川学, 伊藤孝
宏著

日本工業出版 2010.3 711000792 501.23//CRA

エンジニアの流体力学 刑部真弘著 朝倉書店 2010.12 711000795 501.23//エンジ
図解はじめての流体力学 (やさしいメカトロニクス入門シリー 田村恵万著 科学図書出版 2010.8 711000666 501.23//ズカイ
図解はじめての流体力学 (やさしいメカトロニクス入門シリー 田村恵万著 科学図書出版 2010.8 711000793 501.23//ズカイ

流れ工学
社河内敏彦, 前田
太佳夫, 辻本公一

養賢堂 2007.9 711001240 501.23//ナガレ

流体力学 (英和対照「工学基礎テキスト」シリーズ)
石間経章, 天谷賢
児著

森北出版 2009.1 711000673 501.23//リユウ

2009 IEEE International Ultrasonics Symposium : Rome, Italy,
20-23 September 2009 p. 1-910

IEEE c2009 711000141 501.24//IEE//2009-1

2009 IEEE International Ultrasonics Symposium : Rome, Italy,
20-23 September 2009 p. 911-1867

IEEE c2009 711000142 501.24//IEE//2009-2

2009 IEEE International Ultrasonics Symposium : Rome, Italy,
20-23 September 2009 p. 1868-2821

IEEE c2009 711000143 501.24//IEE//2009-3

システム動力学と振動制御 (システム制御工学シリーズ:17) 野波健蔵著 コロナ社 2010.9 711001196 501.24//システ
詳解振動工学 : 基礎から応用まで 武田信之著 共立出版 2010.9 711001271 501.24//シヨウ
振動音響制御 田中信雄著 コロナ社 2009.11 711001153 501.24//シンド
パラメータ励振 小寺忠著 森北出版 2010.7 711001395 501.24//パラメ
エクセルとマウスでできる熱流体のシミュレーション 第2版 富村寿夫 [ほか] 著 丸善 2010.7 711000724 501.26//エクセ

演習伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2008.3 711000400 501.26//エンシ

工業熱力学通論 第2版
斉藤武, 大竹一友,
三田地紘史著

日刊工業新聞社 1983.3 711000395 501.26//コウギ

伝熱工学 (機械工学エッセンス:3) 梅村章著 培風館 2009.1 711000388 501.26//デンネ

伝熱工学 (機械系大学講義シリーズ:20)
黒崎晏夫, 佐藤勲
共著

コロナ社 2009.5 711000392 501.26//デンネ

伝熱工学 (機械系教科書シリーズ:25)
丸茂榮佑, 矢尾匡
永, 牧野州秀共著

コロナ社 2009.11 711001156 501.26//デンネ

伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2005.3 711000397 501.26//デンネ

伝熱工学資料 改訂第5版 日本機械学会 [編]
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2009.5 711000485 501.26//デンネ

熱力学 (機械工学テキストシリーズ:2)
小口幸成編著/伊藤
定祐 [ほか] 著

朝倉書店 2006.3 711000390 501.26//ネツリ

熱流体力学 : 基礎から数値シミュレーションまで
中山顕, 桑原不二
朗, 許国良著

共立出版 2002.2 711001317 501.26//ネツリ

例題で学ぶ工業熱力学
牧野州秀, 芹澤昭
示共著

森北出版 2007.1 711000391 501.26//レイダ

計算力学理論ハンドブック
[Erwin Stein, Ren?
de Borst, Thomas
J. R. Hughes編]

朝倉書店 2010.6 711001208 501.3//ケイサ

差分法・有限体積法 : 熱流体編 (計算力学ハンドブック:2) 日本機械学会著作
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2006.3 711001366 501.3//ケイサ//2

原子/分子・離散粒子のシミュレーション (計算力学ハンドブッ
ク:3)

日本機械学会/丸善
(発売)

, 2009.9 711001367 501.3//ケイサ//3

工業力学 第3版, 新装版 青木弘, 木谷晋共 森北出版 2010.12 711001287 501.3//コウギ
材料および構造技術者のための実用エネルギー法 赤坂隆, 吉田均共 養賢堂 2000.9 711001230 501.3//ザイリ
Mechanics and model-based control of smart materials and
structures

Hans Irschik ... [et
al.] (eds.)

Springer c2010 711000019 501.32//MEC

Mechanics and model-based control of smart materials and
structures

Hans Irschik ... [et
al.] (eds.)

Springer c2010 711000020 501.32//MEC

かんたん材料力学
松原雅昭, 中條祐
一著

共立出版 2007.11 711001313 501.32//カンタ

材料力学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2007.8 711000399 501.32//ザイリ

材料力学入門
深澤泰晴 [ほか] 共
著

パワー社 1989.6 711000758 501.32//ザイリ

材料力学 : 強度設計への応用 訂正第2版
北岡征一郎 [ほか]
共著

養賢堂 1999.2 711001225 501.32//ザイリ
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材料力学基礎演習 戸伏壽昭著作代表 養賢堂 1999.5 711001226 501.32//ザイリ
実践材料力学 訂正第2版 中原一郎著 養賢堂 1996.5 711001227 501.32//ジツセ
入門複合材料の力学 末益博志編著 培風館 2009.9 711001365 501.32//ニユウ

材料力学考え方解き方 第4版 (わかりやすい機械教室) 萩原國雄著
東京電機大学出版
局

2010.2 711001388 501.32//ワカリ

設計に活かす切欠き・段付き部の材料強度 野田尚昭, 高瀬康 日刊工業新聞社 2010.7 711001221 501.322//セツケ
弾性力学 訂正第2版 村上敬宜著 養賢堂 1987.12 711001228 501.33//ダンセ
弾性と塑性の力学 訂正第2版 石川博將著 養賢堂 2002.2 711001229 501.33//ダンセ
理論と実務がつながる実践有限要素法シミュレーション : 汎用
コードで正しい結果を得るための実践的知識

泉聡志, 酒井信介
共著

森北出版 2010.9 711001286 501.341//リロン

ポーラス構造体の創製と応用 (TRC R&D library)
東レリサーチセン
ター調査研究部制
作

東レリサーチセン
ター調査研究部

2010.2 711000307 501.4//ポラス

次世代金属ナノスケール材料 : 粒子・ワイヤ・膜の微細化極限
追求と応用 (TRC R&D library)

東レリサーチセン
ター調査研究部

2010.11 711001351 501.41//ジセダ

よくわかる金属材料 : 性質から加工法まで金属の基本がわかる
(初歩の工学)

三木貴博監修 技術評論社 2010.3 711000910 501.41//ヨクワ

実装可能なエネルギー技術で築く未来 (骨太のエネルギーロード
マップ:2)

化学工学会エネル
ギー部会・骨太の
エネルギーロード
マップ第2版製作
委員会編集

化学工業社 2010.1 711000806 501.6//ジツソ

バイオエネルギーの技術と応用 普及版 (CMCテクニカルライブ
ラリー:311. 地球環境シリーズ)

柳下立夫監修 シーエムシー出版 2009.4 711000954 501.6//バイオ

絵ときでわかる3次元CADの本 : 選び方・使い方・メリットの出 水野操著 日刊工業新聞社 2010.3 711000440 501.8//エトキ

工学基礎図学と製図 新訂版 (ライブラリ工学基礎:1)
磯田浩, 鈴木賢次
郎共著

サイエンス社 2001.3 711000394 501.8//コウガ

総合図学・製図
川北和明編著/有吉
省吾 [ほか] 著

朝倉書店 1999.4 711000389 501.8//ソウゴ

デザインのためのデザイン

フレデリック・
P・ブルックス,
Jr.著/松田晃一, 小
沼千絵訳

ピアソン桐原 2010.12 711001093 501.8//デザイ

人間工学ガイド : 感性を科学する方法 増補版 福田忠彦研究室編
サイエンティスト
社

2009.5 711001222 501.8//ニンゲ

はじめての3次元CAD SolidWorksの基礎 木村昇著 共立出版 2009.12 711001201 501.8//ハジメ

ラフ集合と感性 : データからの知識獲得と推論
森典彦, 田中英夫,
井上勝雄編

海文堂出版 2004.4 711001275 501.8//ラフシ

カオス・フラクタル感性情報工学 中川匡弘著 日刊工業新聞社 2010.6 711001187 501.84//カオス
感覚生理工学 (ロボティクスシリーズ:16) 飯田健夫著 コロナ社 2009.1 711001152 501.84//カンカ
感性商品学 : 感性工学の基礎と応用 長町三生編 海文堂出版 1993.9 711001279 501.84//カンセ

数理的感性工学の基礎 : 感性商品開発へのアプローチ
長沢伸也, 神田太
樹共編

海文堂出版 2010.9 711001277 501.84//スウリ

ラフ集合の感性工学への応用
井上勝雄編/原田利
宣 [ほか共著]

海文堂 2009.12 711001276 501.84//ラフシ

演習形式材料力学入門 寺崎俊夫著 共立出版 1992.2 711001315 501//エンシ
工業技術基礎 小林一也 [ほか] 著 実教出版 2003.2 711000036 501//コウギ
伝熱工学 (東京大学機械工学:6) 庄司正弘著 東京大学出版会 1995.3 711000393 501//トウキ//6

熱力学 : Thermodynamics (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2002.6 711000398 501//ネツリ

産業技術力はいかにして創られるか : 産業技術立国日本の自叙 角田和雄著 養賢堂 2009.4 711001416 502.1//サンギ
シブすぎ技術に男泣き! : ものづくり日本の技術者を追ったコ
ミックエッセイ

見ル野栄司著 中経出版 2010.1 711000438 502.1//シブス

工学公式ポケットブック 第2版, 机上版
Kurt Gieck, Reiner
Gieck著/太田博訳

共立出版 2009.4 711001309 503.6//コウガ

科学技術英語翻訳集中ゼミ 富井篤編 オーム社 2010.11 711000825 507.7//カガク

工業英検1級のすべて : 合格者が語り、指導者が明かす
工業英検推進委員
会編/平野信輔,徳
田皇毅監修

日本工業英語協会/
日本能率協会マネ
ジメントセンター
(発売)

2009.6 , 711000292 507.7//コウギ

Joe NagataのLEGO MINDSTORMS NXT歩行ロボット製作入門 Joe Nagata著 オーム社 2008.6 711000607 507.9//JOE
入門Lego Mindstorms NXT(エヌエックスティ) : レゴブロックで
作る動くロボット 第2版

大庭慎一郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

2010.3 711000566 507.9//ニユウ

みんなで作ろうインドア・プレーン (電子工作シリーズ) 田中光一編著 CQ出版 2006.11 711000527 507.9//ミンナ

研究開発力強化法 : 日本の研究開発システム改革のゆくえ
林芳正, 福島豊, 鈴
木寛共著

科学新聞社 2009.12 711000198 509.1//ケンキ
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国際標準化と事業戦略 : 日本型イノベーションとしての標準化
ビジネスモデル (Hakuto management)

小川紘一著 白桃書房 2009.1 711000324 509.13//コクサ

確率論的リスク解析の数理と方法 (リスク工学シリーズ:6) 金野秀敏著 コロナ社 2010.1 711001418 509.6//カクリ

機械安全工学 : 基礎理論と国際規格 訂正第2版
清水久二, 福田隆
文編著

養賢堂 2006.4 711001234 509.6//キカイ

システム工学 (series電気・電子・情報系:1) 石川博章著 共立出版 1998.4 711001138 509.6//システ
システム信頼性工学 (機械システム入門シリーズ:7) 室津義定 [ほか] 著 共立出版 1996.4 711001316 509.6//システ
システム工学 (新世代工学シリーズ) 田村坦之編著 オーム社 1999.2 711001413 509.6//システ
生産技術と知能化 (シリーズ知能機械工学:1) 山本秀彦著 共立出版 2009.5 711001311 509.6//セイサ
はやわかりシステムの世界 星野力著 共立出版 1993.5 711001291 509.6//ハヤワ
例解生産システム情報学 宮崎茂次著 森北出版 2010.5 711001204 509.6//レイカ

価値づくり設計 : 設計の科学
石井浩介, 飯野謙
次共著

養賢堂 2008.4 711001231 509.63//カチヅ

タグチメソッド入門 (日経文庫:1197) 立林和夫著
日本経済新聞出版
社

2009.3 711000210 509.66//タグチ

入門タグチメソッド 立林和夫著 日科技連出版社 2004.4 711000208 509.66//ニユウ
品質を獲得する技術 : タグチメソッドがもたらしたもの 宮川雅巳著 日科技連出版社 2000.7 711000209 509.66//ヒンシ
現場で役立つ環境分析の基礎 : 水と土壌の元素分析 日本分析化学会編 オーム社 2007.1 711000693 519.15//ゲンバ
だれでもできるパックテストで環境しらべ 新版 岡内完治著 合同出版 2002.7 711000699 519.15//ダレデ
構造物信頼性設計法の基礎 鈴木基行著 森北出版 2010.12 711001394 524.1//コウゾ
図解もの創りのためのやさしい機械工学 改訂版 門田和雄著 技術評論社 2010.3 711000905 530//ズカイ

生産の技術
中尾政之, 畑村洋
太郎共著

養賢堂 2002.1 711001233 530//セイサ

わかりやすい材料力学の基礎
木田外明, 河端裕,
新保實著

共立出版 2003.8 711001314 531.1//ワカリ

機械構造振動学 : MATLABによる有限要素法と応答解析 小松敬治著 森北出版 2009.3 711001262 531.18//キカイ

基礎振動工学 新訂版
芳村敏夫, 横山隆,
日野順市著

共立出版 2002.1 711001274 531.18//キソシ

例題で学ぶ機械振動学
小寺忠, 矢野澄雄
共著

森北出版 2009.1 711001261 531.18//レイダ

機械の基礎力学 安田仁彦著 コロナ社 2009.1 711001151 531.3//キカイ
機械実用力学 : 実際問題のモデル化と解法 國枝正春著 理工学社 1999.12 711001424 531.3//キカイ
機構学の「しくみ」と「基本」 : シミュレーションソフトで動
かしてわかる

小峯龍男著 技術評論社 2009.9 711000904 531.3//キコウ

最新機械機器要素技術 エヌジーティー 2008.6 711001149 531.3//サイシ
図解モノづくりのためのやさしい機械設計 有光隆, 八木秀次 技術評論社 2010.5 711000906 531.3//ズカイ
絵ときサーボ制御基礎のきそ (Mechatronics series) 塩田泰仁著 日刊工業新聞社 2007.1 711001190 531.38//エトキ
超精密位置決め技術 大塚二郎著 養賢堂 2010.1 711001239 531.38//チヨウ
よくわかる最新ねじの基本と仕組み : 製品の基礎部品としての
ねじの基本を学ぶ : ねじの常識 (How-nual図解入門)

大磯義和著 秀和システム 2010.6 711000439 531.44//ヨクワ

メンテナンストライボロジー
日本トライボロ
ジー学会編

養賢堂 2006.11 711001236 531.8//メンテ

3次元CADから学ぶ機械設計入門 : 初心者のための設計七つ道具
: 「SolidWorks基本操作ガイド付き」 第2版

賀勢晋司 [ほか] 共
著

森北出版 2009.1 711001263 531.9//3ジゲ

軽量化設計 : 理論と実際 尾田十八編著 養賢堂 2002.7 711001232 531.9//ケイリ
機械製図(学科)頻出精選問題50 : 技能検定1・2級 (技能研修&検
定シリーズ)

平田宏一著 技術評論社 2010.6 711000902 531.98//キカイ

現場設計者が教える図面を読みとるテクニック (図面って、どな
い読むねん! : だれにでもわかりやすくやさしくやくにた

山田学著 日刊工業新聞社 2010.4 711001102 531.98//ゲンバ

機械力学入門 (エンジニアリングライブラリ基礎機械工学:3) 辻岡康著 サイエンス社 1985.11 711001281 531//キカイ
除去加工 (JSMEテキストシリーズ. 加工学:1. Manufacturing
processes)

日本機械学会著
日本機械学会/丸善
(発売)

, 2006.9 711000401 532//カコウ//1

機械加工システム : 構成要素間の相互作用とシステムの高性能 稲崎一郎著 養賢堂 2009.2 711001237 532//キカイ
機械加工(学科)精選問題50 (技能研修&検定シリーズ) 平田宏一著 技術評論社 2009.7 711000901 532//キカイ

最新機械製作
機械製作法研究会
編/会田俊夫 [ほか]
執筆

養賢堂 1974.3 711001238 532//サイシ

熱伝導率・熱拡散率の制御と測定評価方法
[渡利広司ほか執
筆]

サイエンス&テク
ノロジー

2009.2 711000727 533.1//ネツデ

熱工学がわかる : 一番やさしく解説したもの創りのための熱の
科学入門 (ファーストブック)

門田和雄, 長谷川
大和著

技術評論社 2008.5 711001255 533//ネツコ

生物から学ぶ流体力学
望月修, 市川誠司
共著

養賢堂 2010.1 711000665 534.1//セイブ

生物から学ぶ流体力学
望月修, 市川誠司
共著

養賢堂 2010.1 711000794 534.1//セイブ

フルードインフォマティクス : 「流体力学」と「情報科学」の 日本機械学会編 技報堂出版 2010.4 711000668 534.1//フルド
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はじめての油圧システム (現場の即戦力)
熊谷英樹, 正木克
典共著

技術評論社 2009.5 711000907 534.5//ハジメ

よくわかるシール技術の基礎 (現場の即戦力) 渡辺康博著 技術評論社 2009.5 711000908 534.6//ヨクワ

流体システム工学 (機械システム入門シリーズ:12)
菊山功嗣, 佐野勝
志著

共立出版 2007.1 711001318 534//リユウ

流体のエネルギーと流体機械 (機械工学入門シリーズ) 高橋徹著 理工学社 1998.6 711000568 534//リユウ
プロジェクターの技術と応用 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:366. エレクトロニクスシリーズ)

西田信夫監修 シーエムシー出版 2010.8 711000888 535.85//プロジ

電気自動車が加速する! : 日本の技術が拓くエコカー進化形
(TECH LIVE!)

御堀直嗣著 技術評論社 2009.4 711000899 537.25//デンキ

電気自動車工学 : EV設計とシステムインテグレーションの基礎
廣田幸嗣, 小笠原
悟司編著/船渡寛人
[ほか] 共著

森北出版 2010.12 711001396 537.25//デンキ

空気力学の歴史
ジョン・D・アン
ダーソンJr.著/織
田剛訳

京都大学学術出版
会

2009.1 711000800 538.1//クウキ

小惑星探査機はやぶさの大冒険 : 星のかけらを拾って地球に戻
るまで、60億キロを、7年間かけて旅をした惑星探査機の運命。

山根一真著 マガジンハウス 2010.7 711000446 538.9//シヨウ

はやぶさ、そうまでして君は : 生みの親がはじめて明かすプロ
ジェクト秘話

川口淳一郎著 宝島社 2010.12 711001094 538.9//ハヤブ

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 (B&Tブックス. 今日からモ
ノ知りシリーズ)

的川泰宣著 日刊工業新聞社 2002.8 711001191 538.93//トコト

原子炉構造工学 (原子力教科書) 上坂充 [ほか] 共著 オーム社 2009.4 711000043 539.2//ゲンシ
原子力プラント工学 (原子力教科書) 神田誠 [ほか] 共著 オーム社 2009.2 711000102 539.2//ゲンシ

原子炉動特性とプラント制御 (原子力教科書)
岡芳明, 鈴木勝男
編著

オーム社 2008.3 711000103 539.2//ゲンシ

原子力熱流動工学 (原子力教科書)
秋本肇, 安濃田良
成, 高瀬和之, 玉井
秀定, 吉田啓之共

オーム社 2009.3 711000092 539.24//ゲンシ

放射線遮蔽 (原子力教科書)
小佐古敏荘, 笹本
宣雄共編

オーム社 2010.3 711000040 539.68//ホウシ

原子力保全工学 (原子力教科書) 出町和之編著 オーム社 2010.2 711000042 539.9//ゲンシ
ヒューマンファクター概論 (原子力教科書) 佐相邦英著 オーム社 2009.11 711000041 539.9//ヒユマ

電気法規と電気施設管理 平成22年度版 竹野正二著
東京電機大学出版
局

2007.3- 711000069 540.91//デンキ

できる!電気回路演習 : ためす・わかる・反復演習で電気の基礎
を身につける

高木浩一 [他] 共著 森北出版 2009.11 711001264 541.1//デキル

電気回路の基礎と演習 第2版
高田和之 [ほか] 共
著

森北出版 2005.3 711000080 541.1//デンキ

電気回路 1 : 交流・基礎編 (理工系のための解く!) 石井六哉 [ほか] 著 講談社 2010.3 711001376 541.1//リコウ//1
技術者のためのフーリエ級数とラプラス変換 伊東規之著 日本理工出版会 2001.1 711000061 541.17//ギジユ
テスターの使い方がよくわかる本 : 基礎入門 大矢隆生著 技術評論社 2009.8 711000867 541.53//テスタ
電気を操る・電気が操る高分子 : エネルギー変換デバイスの最
前線 (ポリマーフロンティア21シリーズ:29)

高分子学会編
エヌ・ティー・エ
ス

2007.8 711000530 541.6//デンキ

トコトンやさしいモータの本 (B&Tブックス:今日からモノ知り
シリーズ)

谷腰欣司著 日刊工業新聞社 2002.5 711000977 542.13//トコト

よくわかる最新モータ技術の基本とメカニズム : モータの基礎
講座と工作ガイド (How-nual図解入門)

井出萬盛著 秀和システム 2004.12 711000976 542.13//ヨクワ

現代電気機器理論 (電気学会大学講座) 金東海著
電気学会/オーム社
(発売)

, 2010.9 711000787 542//ゲンダ

実習新しい電気機器
五十嵐孝仁, 梅木
一良共編/藤田岩夫
[ほか] 共著

オーム社 2004.1 711000789 542//ジツシ

原子力発電がよくわかる本 榎本聰明著 オーム社 2009.3 711000039 543.5//ゲンシ

原子力発電所のプロセス計装の保守 : 温度と圧力の計装の概要
と試験法および長期運転と高経年化に伴う不具合対策

H.M.Hashemian著
/木村逸郎, 石原信
二訳/原子力安全シ
ステム研究所技術
システム研究所監

ERC出版 2009.3 711000044 543.5//ゲンシ

太陽光発電システムの設計と施工 改訂3版 太陽光発電協会編 オーム社 2006.9 711000687 543.7//タイヨ
省エネLED/EL照明設計入門 : 注目技術! 山崎浩著 日刊工業新聞社 2010.2 711000437 545//シヨウ

情報通信データブック 2011
情報通信総合研究
所編

NTT出版 2008.1- 711000949
547.03//ジヨウ
//2011

OFDMシステム技術とMATLABシミュレーション解説 (Extra
series:No. 35)

トリケップス企画
部編

トリケップス 2002.9 711000145 547.1//OFD

真空管アンプの「しくみ」と「基本」 : 電子回路シミュレータ
TINA7(日本語・book版III)で見てわかる

中林歩著 技術評論社 2009.5 711000872 547.33//シンク
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H8マイコンによるネットワーク・プログラミング : C言語では
じめる組み込みマイコン入門

青木直史著 技術評論社 2008.7 711001248 547.48//H8マ

PHP統合開発環境PDT2入門 岸本忠士著 秀和システム 2009.5 711000252 547.48//PHP

Twitter APIプログラミング 辻村浩著
ワークスコーポ
レーション

2010.4 711000506 547.48//TWI

インターネット白書 2010
日本インターネッ
ト協会編

インプレス/インプ
レス販売 (発売)

, 1996.4- 711000988
547.48//インタ
//2010

Digital signal processing using MATLAB and Wavelets : hc with
cd-rom

Michael Weeks
Infinity Science
Press

c2007 711000939 547.5//DIG

iPhoneのすごい中身 : 手の中に広がる最先端技術の世界 柏尾南壮著 日本実業出版社 2010.1 711001100 547.62//IPH
最新ケータイを支える技術 : 超薄型・高性能の裏側をのぞく
(TECH LIVE!)

西田宗千佳著 技術評論社 2009.1 711000155 547.62//サイシ

GPSのしくみと応用技術 : 測位原理,受信データの詳細から応用
製作まで (レベルアップ・シリーズ)

トランジスタ技術
編集部編

CQ出版 2009.11 711000158 547.66//GPS

Fundamentals of optical waveguides 2nd ed Katsunari Elsevier c2006 711000100 547.68//FUN

光ネットワークの活用技術
John R.Vacca著/
木村達也訳

オーム社 2008.11 711000991 547.68//ヒカリ

部品とサブシステム (光ファイバ通信 : 部品・システムからネッ
トワークへ:第1部)

Ivan P. Kaminow,
Tingye Li, Alan E.
Willner編/木村達
也訳

オーム社 2010.11 711000950 547.68//ヒカリ//1

システムとネットワーク (光ファイバ通信 : 部品・システムから
ネットワークへ:第2部)

Ivan P. Kaminow,
Tingye Li, Alan E.
Willner編/木村達
也訳

オーム社 2010.11 711000951 547.68//ヒカリ//2

8ピンPICマイコンの使い方がよくわかる本 : 基礎入門 後閑哲也著 技術評論社 2010.12 711000858 548.2//8ピン
C言語によるPICプログラミング入門 改訂版 後閑哲也著 技術評論社 2009.4 711000541 548.2//Cゲン
C言語ではじめるPIC24F活用ガイドブック 後閑哲也著 技術評論社 2007.11 711000544 548.2//Cゲン
PICとC言語の電子工作 鈴木哲哉著 ラトルズ 2009.5 711000545 548.2//PIC
PICマイコンのインターフェース101 : マイコン応用システムで
使われる定番的な各種インターフェースの回路例と,C言語およ
びアセンブラによるプログラム例を網羅したPIC18シリーズ向け
の入門書 (マイコン活用シリーズ)

小川晃著 CQ出版 2007.1 711000549 548.2//PIC

PICで楽しむネットワーク : 接続機器の自作 後閑哲也著 技術評論社 2008.1 711000860 548.2//PIC

Prototyping lab : 「作りながら考える」ためのArduino実践レシ
ピ (Make: projects)

小林茂著
オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2010.5 711001092 548.2//PRO

USB機器の製作 (わかるマイコン電子工作) 松原拓也著 電波新聞社 2006.8 711000897 548.2//USB
インドアプレーンで学ぶマイコンのハードとソフト : 電子工作
をステップアップ方式で理解する

竹内浩一著 CQ出版 2009.7 711000528 548.2//インド

動かして学ぶCAN通信 : AVR,PIC,Arduinoを使ったCANコント
ローラとの接続とプログラミング (マイコン活用シリーズ)

中尾司著 CQ出版 2010.2 711000546 548.2//ウゴカ

高速・多機能を実現するPIC32MX活用ガイドブック 後閑哲也著 技術評論社 2010.5 711000859 548.2//コウソ
情報の表現とコンピュータの仕組み 第4版 青木征男著 ムイスリ出版 2009.12 711000063 548.2//ジヨウ
電子制御・信号処理のためのdsPIC活用ガイドブック 後閑哲也著 技術評論社 2006.9 711000857 548.2//デンシ
電子工作のためのPIC18F本格活用ガイド 改訂版 後閑哲也著 技術評論社 2008.5 711000861 548.2//デンシ
電子工作のためのPIC16F活用ガイドブック 改訂版 後閑哲也著 技術評論社 2004.1 711000862 548.2//デンシ

日本のコンピュータ史
情報処理学会歴史
特別委員会編

オーム社 2010.1 711000990 548.2//ニホン

電脳Arduinoでちょっと未来を作る (別冊CQ ham radio:増刊. マ
イコンと電子工作:no.1)

CQ出版 2010.1 711000898 548.2//マイコ//1

8ピンPICではじめてのマイコン工作を始める (別冊CQ ham
radio:増刊. マイコンと電子工作 ; no.2)

CQ出版 2010.1 711000896 548.2//マイコ//2

電子おもちゃをHCS08で作る : キット活用で簡単電子工作 (別冊
CQ ham radio:増刊. マイコンと電子工作:no.3)

田中尚樹著 CQ出版 2010.12 711000903 548.2//マイコ//3

やさしいPICマイコンプログラミング入門 : 音や光を制御して遊 高橋隆雄著 秀和システム 2008.2 711000542 548.2//ヤサシ
わかるPICマイコン制御 : 16F84プログラミングの世界へ 遠藤敏夫著 誠文堂新光社 2001.7 711000543 548.2//ワカル
わかるPICマイコン製作集 : 16F84プログラミングの世界へ 遠藤敏夫著 誠文堂新光社 2003.11 711000547 548.2//ワカル

要点解説タッチパネル
越石健司, 黒沢理
編著

工業調査会 2009.11 711000157 548.21//ヨウテ

マイコンと表示器をつなぐ10の方法 (マイコン活用シリーズ)
後田敏,中西一雄,
世古伸治,長田直之
共著

CQ出版 2006.5 711000550 548.25//マイコ

Joe NagataのLEGO MINDSTORMSロボット入門 (RoboBooks) Joe Nagata著 オーム社 2002.2 711000064 548.3//JOE

Modeling and control of engineering systems
Clarence W. de
Silva

CRC Press c2009 711001417 548.3//MOD

ROBODESIGNERロボット製作入門 : 自律型ロボットの作り方 黒木啓之著 カットシステム 2006.2 711000517 548.3//ROB
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アクチュエータ工学
アクチュエータシ
ステム技術企画委
員会編

養賢堂 2004.12 711001235 548.3//アクチ

あのスーパーロボットはどう動く : スパロボで学ぶロボット制
御工学 (B&Tブックス)

金岡克弥編著/菊植
亮 [ほか] 著

日刊工業新聞社 2010.3 711000323 548.3//アノス

英語で学ぶロボット工学 : 運動学,動力学と制御 金宮好和著 コロナ社 2008.3 711000262 548.3//エイゴ
絵で見る制御システム入門 坂巻佳壽美著 日刊工業新聞社 2010.8 711001220 548.3//エデミ
絵ときでわかるロボット工学 川嶋健嗣著 オーム社 2007.5 711000783 548.3//エトキ
基礎制御理論 畑四郎著 森北出版 1979.4 711001386 548.3//キソセ

最新ロボット工学概論

アピン・ナレッ
ジ・ソリューショ
ンズ著/二階堂行彦
訳

センゲージラーニ
ング/ビー・エヌ・
エヌ新社 (発売)

, 2008.6 711000612 548.3//サイシ

実践ロボットプログラミング : LEGO Mindstorms NXTで目指せ
ロボコン!

藤吉弘亘 [ほか] 著 近代科学社 2009.9 711000524 548.3//ジツセ

図解でわかるシーケンス制御の基本 改訂版 望月傳著 技術評論社 2010.7 711001218 548.3//ズカイ

相撲ロボットの作り方 (勝てるロボコン) 浅野健一著
東京電機大学出版
局

2001.7 711000526 548.3//スモウ

制御工学入門 村松鋭一著 養賢堂 2010.3 711000077 548.3//セイギ
使いこなすシーケンス制御 (現場の即戦力) 熊谷英樹著 技術評論社 2009.4 711001246 548.3//ツカイ
作って学ぶロボット入門講座 : 趣味から理科教育の現場まで (静
岡学術出版理工学ブックス:090001. 創造スキルアップシリーズ)

永田照三[ほか]著
ITSC静岡学術出版
事業部

2009.4 711000529 548.3//ツクツ

初めての人にも作れるリモコンロボット製作実例集 : 実体配線
図付き (サイエンス・シリーズ)

増永清一著 パワー社 2003.1 711000515 548.3//ハジメ

初めてのロボコン : WRO(ワールド・ロボット・オリンピアー
ド) Japan公式ガイドブック (日経BPムック)

WRO Japan,
WRO Japan 2009
実行委員会著/日経
コンピュータ編

日経BP社/日経BP
出版センター(発
売)

, 2009.9 711000608 548.3//ハジメ

はじめての制御工学 佐藤和也 [ほか] 著 講談社 2010.1 711000762 548.3//ハジメ
マイコン搭載ロボット製作入門 : AVRで魚型ロボットのメカを
動かす (電子工作シリーズ)

平田宏一著 CQ出版 2005.12 711000548 548.3//マイコ

モデルベースロボットシステム開発 : UMLとRTミドルウェアに
よる

水川真, 坂本武志,
大原賢一共著

オーム社 2009.12 711000507 548.3//モデル

ラジコンロボット・6足インセクト/ 後閑哲也著 (PICマイコン+
タミヤ工作セットでできるロボット改造工作マニュアル:2)

技術評論社 2004.7 711000866 548.3//ラジコ

ロボコン部品ガイド 2011年版 (Ohm mook) オーム社 2005.12- 711000966 548.3//ロボコ//2011

ロボットの天才 高橋智隆著
メディアファクト
リー

2006.6 711000516 548.3//ロボツ

ロボット工学 (機械工学入門講座:8) 下嶋浩, 佐藤治共 森北出版 1999.7 711000560 548.3//ロボツ

ロボット情報学ハンドブック 松原仁 [ほか] 編
ナノオプトニク
ス・エナジー/近代
科学社 (発売)

, 2010.3 711000983 548.3//ロボツ

ロボット工学 : 機械システムのベクトル解析 改訂版 (機械工学選 広瀬茂男著 裳華房 1996.9 711000559 548.3//ロボット

ロボトレーサの作り方 (勝てるロボコン) 浅野健一著
東京電機大学出版
局

2002.7 711000525 548.3//ロボト

演習で学ぶPID制御 森泰親著 森北出版 2009.11 711001202 548.31//エンシ

基礎と実践 : 制御工学入門
横山修一, 濱根洋
人, 小野垣仁共著

コロナ社 2009.11 711001155 548.31//キソト

現代制御 (シリーズ知能機械工学:3) 山田宏尚 [ほか] 著 共立出版 2010.9 711001272 548.31//ゲンダ
最適制御入門 山浦弘夫著 コロナ社 1996.1 711001172 548.31//サイテ

システム同定の基礎 足立修一著
東京電機大学出版
局

2009.9 711001224 548.31//システ

システムと制御 (新インターユニバーシティ) 早川義一編著 オーム社 2008.12 711001420 548.31//システ

システム制御入門 (ロボット・メカトロニクス教科書)
畠山省四朗, 野中
謙一郎, 釜道紀浩

オーム社 2010.9 711001421 548.31//システ

制御のためのMATLAB
尾形克彦著/石川潤
訳

東京電機大学出版
局

2010.4 711001243 548.31//セイギ

制御工学 : 古典から現代まで (学生のための機械工学シリーズ:2) 奥山佳史 [ほか] 著 朝倉書店 2001.4 711001290 548.31//セイギ

多変数システム制御 (システム制御工学シリーズ:9)
池田雅夫, 藤崎泰
正共著

コロナ社 2010.5 711001162 548.31//タヘン

フィードバック制御の理論 : ロバスト制御の基礎理論 J. C. Doyle [ほか コロナ社 1996.1 711001164 548.31//フイド
工学シミュレーション入門 (I/O books) 今仁和武著 工学社 2010.5 711001216 548.7//コウガ

AR「拡張現実」入門 (アスキー新書:165) 丸子かおり著

アスキー・メディ
アワークス/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

, 2010.9 711000600 548//ARカ

生命と情報通信 : 情報通信技術に生命機能を吹き込む 澤井秀文編著 オーム社 2009.11 711001383 548//セイメ
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電子機器組立の総合研究 (技能研修&検定シリーズ)
ものづくり技能強
化委員会著

技術評論社 2009.1 711000900 549.07//デンシ

キットで遊ぼう電子回路 : 手と頭で覚える 9: 新PIC入門c言語編
キットで遊ぼう電
子回路研究委員会
編

アドウィン 2006.8- 711000613 549.3//キツト//9

図解でわかるはじめての電子回路 大熊康弘著 技術評論社 2002.4 711000870 549.3//ズカイ
ゼロからわかるデジタル回路超入門 : 図解でわかる : デジタルの
しくみを理解し、考え方が身につく

並木秀明著 技術評論社 2007.12 711000874 549.3//ゼロカ

ディジタル回路とVerilog HDL 改訂新版 並木秀明著 技術評論社 2008.2 711000876 549.3//ディジ
デジタル回路の「しくみ」と「基本」 : 電子回路シミュレータ
TINA7(日本語・Book版)で見てわかる

小峯竜男著 技術評論社 2007.3 711000873 549.3//デジタ

電子回路入門講座 : アナログ・ディジタルからセンサ・制御回
路まで

見城尚志, 高橋久
著

電波新聞社 2003.1 711000522 549.3//デンシ

電子回路の「しくみ」と「基本」 : 電子回路シミュレータ
TINA7(日本語・Book版II)で見てわかる

小峯龍男, 見崎正
行, 河野吉伸著

技術評論社 2007.11 711000869 549.3//デンシ

電子回路設計の基礎知識 : 電子回路の基本法則からトランジス
タ/OPアンプ回路の設計まで 改訂新版 (トランジスタ技術
Special:no. 92)

塩沢修, 村橋善光
共著

CQ出版 2005.1 711000918 549.3//デンシ

電子回路部品活用マニュアル 第1集 (トランジスタ技術
Special:No.91, No.97)

CQ出版
2005.7-
2007.1

711000915 549.3//デンシ//1

電子回路部品活用マニュアル 第2集 (トランジスタ技術
Special:No.91, No.97)

CQ出版
2005.7-
2007.1

711000914 549.3//デンシ//2

電子回路 (理工系のための解く!) 杉本泰博著 講談社 2008.6 711001375 549.3//リコウ
OPアンプによる実用回路設計 : アナログ基本デバイスの実践的
な使い方を実験解説

馬場清太郎著 CQ出版 2004.5 711000922 549.34//OPア

すぐに使える!オペアンプ回路図100 富田豊著 丸善 2006.7 711000923 549.34//スグニ

太陽電池の物理
Peter W?rfel [著]/
宇佐美徳隆, 石原
照也, 中嶋一雄監

丸善 2010.5 711000266 549.51//タイヨ

太陽電池の基礎と応用
小長井誠, 山口真
史, 近藤道雄編著

培風館 2010.7 711001289 549.51//タイヨ

有機薄膜太陽電池 (ポリマーフロンティア21シリーズ:32) 高分子学会編
エヌ・ティー・エ
ス

2010.8 711000624 549.51//ユウキ

有機薄膜太陽電池の開発動向 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:372. エレクトロニクスシリーズ)

上原赫, 吉川暹監
修

シーエムシー出版 2010.1 711000955 549.51//ユウキ

パワーMOS FET活用の基礎と実際 : 実験で学ぶ高速パワー・ス
イッチングのノウハウ (Power electronics)

稲葉保著 CQ出版 2004.11 711000920 549.6//パワM

有機トランジスタ : 評価と応用技術 普及版 (CMCテクニカルラ
イブラリー:365. エレクトロニクスシリーズ)

工藤一浩監修 シーエムシー出版 2010.8 711000887 549.6//ユウキ

EAGLEによるプリント基板製作の素 : 基礎入門 後閑哲也著 技術評論社 2009.12 711000518 549.7//EAG
技術者のためのプリント基板設計入門 : PCBCAD時代のプリン
ト基板作成と実装のすべて 改訂新版第3版 (トランジスタ技術
Special:No.87)

トランジスタ技術
Spesial編集部編編
著

CQ出版 2005.8 711000521 549.7//ギジユ

マイコン基板設計の常識 : 回路設計も，基板製造も，見て分か
る (ディジタル・デザイン・テクノロジ:No. 7)

CQ出版 CQ出版, 2010 711000895 549.7//マイコ

エピタキシャル成長のフロンティア (シリーズ : 結晶成長のダイ
ナミクス:4)

中嶋一雄責任編集 共立出版 2002.6 711000265 549.8//エピタ

結晶成長のしくみを探る : その物理的基礎 (シリーズ : 結晶成長
のダイナミクス:2)

上羽牧夫責任編集 共立出版 2002.2 711000269 549.8//ケツシ

透明導電膜の最新技術 (TRC R&D library)
東レリサーチセン
ター調査研究部門

東レリサーチセン
ター

2010.1 711000306 549.8//トウメ

はじめての半導体 : しくみと基本がよくわかる (初歩の工学) 内富直隆著 技術評論社 2009.1 711000868 549.8//ハジメ

パワーエレクトロニクスハンドブック
パワーエレクトロ
ニクスハンドブッ
ク編集委員会編

オーム社 2010.7 711000788 549.8//パワー

有機半導体デバイス : 基礎から最先端材料・デバイスまで

日本学術振興会情
報科学用有機材料
第142委員会C部
会編

オーム社 2010.1 711001104 549.8//ユウキ

次世代照明のための白色LED材料
一ノ瀬昇, 中西洋
一郎編著

日刊工業新聞社 2010.3 711000327 549.81//ジセダ

熱電変換材料 (環境調和型新材料シリーズ)
日本セラミックス
協会, 日本熱電学
会編

日刊工業新聞社 2005.1 711000234 549.83//ネツデ

LCD&タッチセンサ活用の素 : 基礎入門 後閑哲也著 技術評論社 2010.8 711000863 549.9//LCD
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カラーTFT液晶ディスプレイ 改訂版
SEMIカラーTFT
液晶ディスプレイ
改訂版編集委員会

共立出版 2005.1 711000264 549.9//カラT

電子ペーパー開発の技術動向 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:346. エレクトロニクスシリーズ)

面谷信監修 シーエムシー出版 2010.3 711000956 549.9//デンシ

有機エレクトロニクス・フォトニクス材料・デバイス : 21世紀
の情報産業を支える技術 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:316. エレクトロニクスシリーズ)

長村利彦監修 シーエムシー出版 2009.6 711000885 549.9//ユウキ

有機EL技術と材料開発 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:356. エレクトロニクスシリーズ)

佐藤佳晴監修 シーエムシー出版 2010.5 711000957 549.9//ユウキ

光機能デバイス (先端光エレクトロニクスシリーズ:12) 黒川隆志著 共立出版 2004.1 711000567 549.95//ヒカリ

フォトニクス基礎 (電気・電子工学基礎シリーズ:10)
伊藤弘昌編著/枝松
圭一 [ほか] 著

朝倉書店 2009.11 711000068 549.95//フオト

Make : electronics : 作ってわかる電気と電子回路の基礎 (Make:
projects)

Charles Platt著/鴨
沢真夫訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社 (発
売)

, 2010.11 711001090 549//MAK

コンデンサ/抵抗/コイル活用入門 : 電子回路の性能を決める受動
部品の基礎と応用 (トランジスタ技術Special:No.89)

トランジスタ技術
SPECIAL編集部編

CQ出版社 2005.1 711000916 549//コンデ

スピントロニクス : 次世代メモリMRAMの基礎 宮崎照宣著 日刊工業新聞社 2004.4 711000355 549//スピン
ダイオード/トランジスタ/FET活用入門 : ディスクリート半導体
素子の基礎から応用のすべて 改訂新版 (トランジスタ技術

CQ出版社 2004.1 711000917 549//ダイオ

抵抗&コンデンサ活用ノート : 種類と働きを理解して適材適所!! :
徹底図解 (トランジスタ技術Special:for フレッシャーズ ; 102)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版社 2008.4 711000924 549//テイコ

電子工作の素 : 作る、できる/基礎入門 後閑哲也著 技術評論社 2007.5 711000865 549//デンシ
電子回路の工作テクニック : 徹底図解 : 道具からこだわるプロの
試作技法 (トランジスタ技術Special:for フレッシャーズ ; 100)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版社 2007.1 711000982 549//デンシ

パワー・エレクトロニクス回路の設計 : ロスのないスムーズな
コントロールを目指して (トランジスタ技術Special:98)

トランジスタ技術
Special編集部編

CQ出版社 2007.4 711000919 549//パワエ

プリンテッド・エレクトロニクス技術 菅沼克昭, 棚網宏 工業調査会 2009.1 711000161 549//プリン

学校では教えてくれない過激な科学知識 (本気の電子工作:[1])
ラジオライフ電子
工作研究会編・著

三才ブックス 2006.9 711000979 549//ホンキ//1

好奇心をもてあそぶ刺激的な知識と技術 (本気の電子工作:2)
ラジオライフ電子
工作研究会編・著

三才ブックス 2007.12 711000980 549//ホンキ//2

マイコンのしくみと動かし方 : 電子回路に組み込む頭脳を解体 :
徹底図解 (トランジスタ技術Special:for フレッシャーズ ; 101)

山本秀樹著 CQ出版社 2008.1 711000981 549//マイコ

有機デバイスのための界面評価と制御技術 岩本光正監修 シーエムシー出版 2009.8 711000953 549//ユウキ

レアメタルの代替材料とリサイクル
原田幸明, 中村崇
監修

シーエムシー出版 2008.3 711000892 565//レアメ

プレス金型設計の基本実務 (現場の即戦力) 山口文雄著 技術評論社 2010.1 711000911 566.5//プレス

使いこなす放電加工 (現場の即戦力)
今井祥人編著/鈴木
俊雄, 河津秀俊, 後
藤昭弘著

技術評論社 2010.5 711000909 566//ツカイ

ケミカルビジネス情報MAP : すぐわかる化学業界 2011 化学工業日報社 2010- 711001089 570.9//ケミカ//2011
化学業界大研究 改訂版 南正明著 産学社 2010.2 711001095 570//カガク

省エネルギープロセスのためのピンチ解析法ガイドブック
B.Linnhoff[ほか]著
/青山洋訳

シーエムシー 1997.7 711000540 571.1//シヨウ

電池の未来を拓く粉体技術 内藤牧男 [ほか] 編 日刊工業新聞社 2010.11 711001101 572.1//デンチ

化粧品の乳化処方と製造上のトラブル解決
T. Joseph Lin, 鷺
谷廣道著

フレグランス
ジャーナル社

2010.8 711001086 576.7//ケシヨ

プラスチック成形金型設計の基本実務 (現場の即戦力) 福島有一著 技術評論社 2009.12 711000745 578.46//プラス
セルロースの事典 : 新装版 セルロース学会編 朝倉書店 2008.3 711000936 578.5//セルロ
驚異のソフトマテリアル : 最新の機能性ゲル研究 (CSJ Current
Review:01)

日本化学会編 化学同人 2010.4 711000855 578//キヨウ

高分子大辞典
Jacqueline I.
Kroschwitz [編]/三
田達監訳

丸善 1994.9 711000706 578//コウブ

導電性高分子のはなし (Science and technology) 吉野勝美著 日刊工業新聞社 2001.1 711000057 578//ドウデ

モノづくりのための実用材料の表面機能化設計テクノロジー
実用材料の表面機
能化設計テクノロ
ジー編集委員会編

産業技術サービス
センター

2010.6 711000935 578//モノヅ

生命工学概論 (バイオテクノロジー教科書シリーズ:1) 太田隆久著 コロナ社 2010.5 711001402 579.9//セイメ
マリンバイオテクノロジー : 海洋生物成分の有効利用 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:369. バイオテクノロジーシリー

伏谷伸宏監修 シーエムシー出版 2010.9 711000891 579.9//マリン

はじめて学ぶ繊維
信州大学繊維学部
編

工業調査会 2008.9 711000135 586//ハジメ

やさしい繊維の基礎知識 繊維学会編著 日刊工業新聞社 2004.5 711000134 586//ヤサシ
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微生物利用の大展開
今中忠行監修/加藤
千明 [ほか]編集委
員

エヌ・ティー・エ
ス

2002.7 711000190 588.51//ビセイ

エクストリーム・ウェア : 究極の服をつくる技術 (TECH LIVE!) 佐藤聡著 技術評論社 2009.4 711000162 589.2//エクス
田舎町のリストランテ、頑張る。 : 山形・庄内 奥田政行著 マガジンハウス 2009.11 711000759 596.23//イナカ

図解革命!業界地図最新ダイジェスト 2011年版
一橋総合研究所監
修

高橋書店 [2003]- 711000442 602.1//ズカイ//2011

日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2011年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 2004.11- 711000441 602.1//ニツケ//2011

救え!世界の食料危機 : ここまできた遺伝子組換え作物
日本学術振興会・
植物バイオ第160
委員会監修

化学同人 2009.3 711000750 615.21//スクエ

知っているようで知らないビジネスメールの常識・非常識 : 誤
解を生まない、冷や汗をかかない20の極意

平野友朗著 : 直井
章子著

日経BP社 2010.11 711000749 670.91//シツテ

ビジネス英語リスニング&スピーキング実例50 Z会編集部編 Z会 2009.11 711000486 670.93//ビジネ
人と人をつなぐ料理 : 食で地方はよみがえる 奥田政行著 新潮社 2010.1 711000677 673.9//ヒトト

ネット広告白書 2010
日本アドバタイ
ザーズ協会Web広
告研究会監修

インプレスR&D/
インプレスコミュ
ニケーションズ
(発売)

, 2009.9 711000987 674.6//ネツト

快適科学 : 人間側からみた商品づくりへ 長町三生編 海文堂出版 1992.3 711001278 675.3//カイテ
魅力工学の実践 : ヒット商品を生み出すアプローチ 朝野煕彦編 海文堂出版 2001.8 711001280 675//ミリヨ
買わねぐていいんだ。 茂木久美子著 インフォレスト 2010.3 711000755 686.36//カワネ

北東アジア観光の潮流
大薮多可志, 大内
東編

海文堂出版 2008.4 711000261 689.22//ホクト

観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未来
戦略 2010年版

加藤弘治編著 同友館 2009.5- 711000260 689//カンコ//2010

現代観光総論 改訂新版 前田勇編著 学文社 2010.1 711000258 689//ゲンダ
ICTの利活用による持続的な成長の実現 : コミュニケーションの
権利を保障する「国民本位」のICT利活用社会の構築 (情報通信
白書:平成22年版)

総務省編 ぎょうせい 2010.7 711000947 692.1//ジヨウ//22

ケータイ白書 2011
モバイル・コンテ
ンツ・フォーラム
監修

インプレスネット
ビジネスカンパ
ニー/インプレスコ
ミュニケーション
ズ (発売)

, 2004.12- 711000985 694.6//ケタイ//2011

最新携帯電話業界の動向とカラクリがよ?くわかる本 : 業界人、
就職、転職に役立つ情報満載 (How-nual図解入門. 業界研究)

木暮祐一編著 秀和システム 2010.3 711000156 694.6//サイシ

新世代モバイルデバイスの台頭 (情報通信アウトルック:2011)
情報通信総合研究
所編

NTT出版 2010.12 711001097 694//シンセ

映像メディアのプロになる! : テレビ業界の実像から映像制作・
技法まで

奥村健太, 藤本貴
之著

河出書房新社 2010.3 711000320 699//エイゾ

CGクリエーターのための人体解剖学 : 超現実を描けるのは現実
を知る者だけ

桜木晃彦, 武田美
幸著

ボーンデジタル 2002.1 711000184 701.5//CGク

人体のしくみ : CGデザイナーのためのグラフィックバイブル
(CG world+digital video special book)

飯島貴志著
/CGWORLD編集
部編

ワークスコーポ
レーション

2003.3 711000168 727//ジンタ

プリンター開発技術の動向 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:357. エレクトロニクスシリーズ)

高橋恭介監修 シーエムシー出版 2010.5 711000886 749.3//プリン

スポーツ動作の科学 : バイオメカニクスで読み解く 深代千之 [ほか] 著 東京大学出版会 2010.4 711001210 780.11//スポツ

Corpus linguistics : an international handbook v. 1 (Handb?cher
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft:Bd. 29.1-2)

edited by Anke
L?deling and
Merja Kyt?

W. de Gruyter
c2008-
c2009

711001081 801.019//COR

The Routledge handbook of corpus linguistics : hbk (Routledge
handbooks in applied linguistics)

edited by Anne
O'Keeffe and
Michael McCarthy

Routledge 2010 711001080 801.019//ROU

よくわかる逐次通訳
ベルジュロ伊藤宏
美, 鶴田知佳子, 内
藤稔著

東京外国語大学出
版会

2009.1 711000276 801.7//ヨクワ

The Cambridge encyclopedia of language 3rd ed : pbk David Crystal
Cambridge
University Press

2010 711000944 803//CAM

日本人の知らない日本語 : なるほど～×爆笑!の日本語"再発見"コ
ミックエッセイ 2

蛇蔵, 海野凪子著
メディアファクト
リー

2009.2- 711000124 810.4//ニホン//2

てにをは辞典 小内一編 三省堂 2010.9 711000704 815.7//テニオ
世界に通用しない英語 : あなたの教室英語、大丈夫? (開拓社言
語・文化選書:3)

八木克正著 開拓社 2007.1 711000194 830.7//セカイ

大学生のための初級英語 佐藤哲三 [ほか] 著 南雲堂 2004.1 711000052 830.7//ダイガ
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The next stage to the TOEIC test : CD-ROMで学習するTOEICテ
スト 基礎編

鈴木薫 [ほか] 著 金星堂 2009.1 711000081 830.79//NEX

TOEIC test : head start : さあ始めようTOEIC test
山本成代, ジム・
クヌーセン著

南雲堂 2005.1 711000725 830.79//TOE

TOEICテストパワーアップ総合講座 西田晴美 [ほか] 著 金星堂 2009.1 711000082 830.79//TOE
TOEICテストこれ1冊で全パートをモノにする : 500点～860点突
破のための解法テク&実戦問題

仲川浩世著 こう書房 2006.11 711000609 830.79//TOE

Vocabulary 1000 : Intermediate-Advance Level 植田一三監修
Aquaries School
of Communication

2008 711000853 830.79//VOC

英検文で覚える単熟語 改訂版 1級 (旺文社英検書) 旺文社 2009.3 711000363 830.79//エイケ
英検|文で覚える単熟語1級CD : 英検プラス単熟語 改訂版 (旺文
社英検書)

旺文社 2009.3 711000386 830.79//エイケ

聞いて覚える英単語キクタンTOEIC Test Score 600 一杉武史編著 アルク 2008.11 711000552 830.79//キイテ
新TOEICテスト620点攻略本 改訂版 (新TOEICテストスコア別攻
略本シリーズ:2)

[パク・ドゥグ著] [旺文社] [2006.4] 711000554 830.79//シンT

新TOEICテストはじめてでも600点が取れる!
山根和明, アラ
ン・クリスト著

成美堂出版 2007.11 711000551 830.79//シンT

新TOEICテスト中学英文法で600点! 小石裕子著 アルク 2008.2 711000553 830.79//シンT
新TOEICテスト1週間でやりとげるリーディング : スコアアップ
に直結する、基本問題集

中村澄子著 中経出版 2009.12 711000555 830.79//シンT

Insights 2010
深山晶子 [ほか] 編
著

金星堂 2009.1- 711000294 830//INS//2010

超ハイレベル英単語800 : puntasy worldへようこそ 野崎成文著 三修社 2008.12 711000233 834//チヨウ
英語語法レファレンス 柏野健次編著 三省堂 2010.7 711000273 835.03//エイゴ
英語のしくみと訳しかた 真野泰著 研究社 2010.8 711000431 835//エイゴ
同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング 田村智子著 三修社 2010.4 711000230 837.4//ドウジ
AFNニュースフラッシュ 2009年度版 アルク 2009.3- 711000049 837.5//AFN//2009
AFNニュースフラッシュ 2010年度版 アルク 2009.3- 711000195 837.5//AFN//2010

Skills for better reading : Structures and strategies : 構造で読む
英文エッセイ 改訂版

Yumiko Ishitani,
John Wallis,
Suzanne Embury

南雲堂 2008.2 711000075 837.5//SKI

VOAニュースフラッシュ 2009年度版 (編集・解説: 石渡淳元
(2010年度版))

アルク 2009.3- 711000048 837.5//VOA//2009

VOAニュースフラッシュ 2010年度版 (編集・解説: 石渡淳元
(2010年度版))

アルク 2009.3- 711000197 837.5//VOA//2010

科学と人間のための英語読本 : 英文読解ストラテジーで学ぶ
沖本正憲, ドナル
ド・A.ノーマン著

開拓社 2010.7 711000432 837.5//カガク

東大講義で学ぶ英語パーフェクトリーディング 山本史郎著 DHC 2010.4 711000308 837.5//トウダ
English grammar in focus Expanded ed (Macmillan cinema
English:3)

Hiromi Akimoto,
Mayumi Hamada

Macmillan
Languagehouse

2010 711000295 837.7//ENG

A taste of Japan : cross-cultural observations of America and
Japan

[Kay Hetherly/鈴
木香織日本語訳]

アルク 2007.1 711000570 837.7//TAS

WORLD NEWS BEST 30 : 21世紀・激動の10年を読む
成重寿, 妻鳥千鶴
子, 松井こずえ著

Jリサーチ出版 2010.6 711000309 837.7//WOR

英語で味わう偉人伝 (CD BOOK) リサ・ボンド著 日本放送出版協会 2010.6 711000366 837.7//エイゴ

Weaving it together : connecting reading and writing 3
[by] Milada
Broukal/佐々木由

松柏社 2005 711000572 837.707//WEA//3

Listen, laugh and learn
by David A. Miller,
Kazuo Mizuta

Seibido 1989.1 711000192 837.8//LIS

文学のレッスン
丸谷才一著/湯川豊
聞き手

新潮社 2010.5 711000238 904//ブンガ

悪の教典 上 貴志祐介著 文藝春秋 2010.7 711000740 913.6//アクノ//1
悪の教典 下 貴志祐介著 文藝春秋 2010.7 711000741 913.6//アクノ//2
アリアドネの弾丸 海堂尊著 宝島社 2010.9 711000757 913.6//アリア
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book 3 村上春樹著 新潮社 2009.5- 711000125 913.6//イチキ//3
風の歌を聴け (講談社文庫:[む-6-22]) 村上春樹[著] 講談社 2004.9 711000076 913.6//カゼノ
カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾著 光文社 2010.1 711000122 913.6//カツコ
神様のカルテ 2 夏川草介著 小学館 2009.9- 711000968 913.6//カミサ//2
下流の宴 林真理子著 毎日新聞社 2010.3 711000702 913.6//カリユ
キケン 有川浩著 新潮社 2010.1 711000166 913.6//キケン
吉里吉里人 上巻 (新潮文庫:い-14-16?18) 井上ひさし著 新潮社 1985.9 711000328 913.6//キリキ//1
吉里吉里人 中巻 (新潮文庫:い-14-16?18) 井上ひさし著 新潮社 1985.9 711000329 913.6//キリキ//2
吉里吉里人 下巻 (新潮文庫:い-14-16?18) 井上ひさし著 新潮社 1985.9 711000330 913.6//キリキ//3
クォンタム・ファミリーズ 東浩紀著 新潮社 2009.12 711001108 913.6//クオン
警察庁から来た男 佐々木譲 [著] 角川春樹事務所 2006.12 711000752 913.6//ケイサ
幻夜 (集英社文庫:[ひ-15-7]) 東野圭吾著 集英社 2007.3 711000676 913.6//ゲンヤ
光媒の花 道尾秀介著 集英社 2010.3 711000754 913.6//コウバ
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小暮写眞館 宮部みゆき著 講談社 2010.5 711000678 913.6//コグレ
死ねばいいのに 京極夏彦著 講談社 2010.5 711000730 913.6//シネバ
ストーリー・セラー 有川浩著 新潮社 2010.8 711000734 913.6//ストリ
ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村深月著 講談社 2009.9 711000120 913.6//ゼロハ

天地明察 冲方丁著
角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

, 2009.11 711000126 913.6//テンチ

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著 小学館 2010.9 711001078 913.6//ナゾト
野火 改版 (新潮文庫:お-6-3) 大岡昇平著 新潮社 1987.5 711000119 913.6//ノビ
浜田広介童話集 (ハルキ文庫:は6-1) 浜田広介著 角川春樹事務所 2006.11 711000761 913.6//ハマダ
白夜行 (集英社文庫) 東野圭吾著 集英社 2002.5 711000675 913.6//ビヤク
プラチナデータ 東野圭吾著 幻冬舎 2010.6 711000753 913.6//プラチ
ブレイズメス1990 海堂尊著 講談社 2010.7 711000751 913.6//ブレイ
マドンナ・ヴェルデ 海堂尊著 新潮社 2010.3 711000131 913.6//マドン
マボロシの鳥 太田光著 新潮社 2010.1 711000760 913.6//マボロ

模倣犯 1 (新潮文庫:み-22-14～18) 宮部みゆき著 新潮社
2005.12-
2006.1

711000735 913.6//モホウ//1

模倣犯 2 (新潮文庫:み-22-14～18) 宮部みゆき著 新潮社
2005.12-
2006.1

711000736 913.6//モホウ//2

模倣犯 3 (新潮文庫:み-22-14～18) 宮部みゆき著 新潮社
2005.12-
2006.1

711000737 913.6//モホウ//3

模倣犯 4 (新潮文庫:み-22-14～18) 宮部みゆき著 新潮社
2005.12-
2006.1

711000738 913.6//モホウ//4

模倣犯 5 (新潮文庫:み-22-14～18) 宮部みゆき著 新潮社
2005.12-
2006.1

711000739 913.6//モホウ//5

夜行観覧車 湊かなえ著 双葉社 2010.6 711000679 913.6//ヤコウ
横道世之介 吉田修一著 毎日新聞社 2009.9 711000118 913.6//ヨコミ
残夢整理 (ざんむせいり) : 昭和の青春 多田富雄著 新潮社 2010.6 711000237 914.6//ザンム
東大の教室で『赤毛のアン』を読む : 英文学を遊ぶ9章 山本史郎著 東京大学出版会 2008.12 711000274 930.26//トウダ

宇宙クリケット大戦争 (河出文庫)
D・アダムス著/安
原和見訳

河出書房新社 2006.4 711000813 933.7//ウチユ

宇宙の果てのレストラン (河出文庫)
ダグラス・アダム
ス著/安原和見訳

河出書房新社 2005.9 711000816 933.7//ウチユ

銀河ヒッチハイク・ガイド (河出文庫)
ダグラス・アダム
ス著/安原和見訳

河出書房新社 2005.9 711000815 933.7//ギンガ

さようなら、いままで魚をありがとう (河出文庫)
D・アダムス著/安
原和見訳

河出書房新社 2006.6 711000814 933.7//サヨウ

盗まれた雷撃 (パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々)
リック・リオーダ
ン作/金原瑞人訳

ほるぷ出版 2006.4 711000364 933.7//パシジ//1

魔海の冒険 (パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々:2)
リック・リオーダ
ン作/金原瑞人, 小
林みき訳

ほるぷ出版 2006.11 711000365 933.7//パシジ//2

ほとんど無害 (河出文庫)
D・アダムス著/安
原和見訳

河出書房新社 2006.8 711000852 933.7//ホトン

ロスト・シンボル 上
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

, 2010.3 711000132 933//ロスト//1

ロスト・シンボル 下
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

, 2010.3 711000133 933//ロスト//2
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