
平成25年度学生用図書（分類順）

書名 著者名 出版者 出版日 資料ID 所在 請求記号

学び続ける力(講談社現代新書:2188) 池上彰著 講談社 2013.1 711301148 新書・文庫本 002//マナビ

カオスニューロ計算(ナチュラルコンピューティング・

シリーズ:第3巻)

堀尾喜彦, 安達

雅春, 池口徹共
近代科学社 2012.11 711300706 開架図書 007.1//カオス

可逆計算(ナチュラルコンピューティング・シリーズ:第 森田憲一著 近代科学社 2012.3 711300707 開架図書 007.1//カギヤ

コンピュータビジョン

David A.

Forsyth, Jean

Ponce著/大北剛

共立出版 2007.1 711301021 開架図書 007.1//コンピ

コンピュータビジョン : アルゴリズムと応用

リチャード・

シェリスキ著/玉

木徹他訳

共立出版 2013.3 711301022 開架図書 007.1//コンピ

実践コンピュータビジョン
Jan Erik Solem

著/相川愛三訳

オライリー・

ジャパン/オーム

社 (発売)

2013.3 711301053 開架図書 007.1//ジツセ

ソフトコンピューティングの基礎と応用(未来へつなぐ

デジタルシリーズ:8)

馬場則夫 [ほか]

著
共立出版 2012.4 711300677 開架図書 007.1//ソフト

ディジタル画像処理 : digital image processing

ディジタル画像

処理編集委員会

監修

画像情報教育振

興協会
2004.7 711300237 シラバス 007.1//デイジ

統計・多変量解析とソフトコンピューティング : 超多自

由度系解析を目指して(計算科学講座:3:第1部. 計算科学
古橋武編 共立出版 2012.8 711300655 開架図書 007.1//トウケ

はじめてのパターン認識 平井有三著 森北出版 2012.7 711300665 開架図書 007.1//ハジメ

機械より人間らしくなれるか? : AIとの対話が、人間で

いることの意味を教えてくれる

ブライアン・ク

リスチャン著/吉
草思社 2012.6 711300251 開架図書 007.13//キカイ

進化技術ハンドブック 第2巻 : 応用編 : 情報・通信シス

テム

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- 711300050 開架図書
007.13//シンカ

//2

人工知能の基礎(Computer science library:13) 小林一郎著 サイエンス社 2008.11 711300764 開架図書 007.13//ジンコ

知識基盤社会のための人工知能入門(計測・制御テクノ

ロジーシリーズ:16)

國藤進, 中田豊

久, 羽山徹彩共

著/計測自動制御

コロナ社 2012.5 711300049 開架図書 007.13//チシキ

プランと状況的行為 : 人間-機械コミュニケーションの

可能性

ルーシー・A・

サッチマン著/上

野直樹, 水川喜

文, 鈴木栄幸訳

産業図書 1999.10 711300922 開架図書 007.13//プラン

IT業界徹底研究就職ガイド 2015年版(日経BPムック)

日経BP社/日経

BP出版センター

(発売)

2009.12

-
711301037 資格＆就活

007.3//ITギ

//2015

インタラクティブ情報検索システムの評価 : ユーザの視

点を取り入れる手法

Diane Kelly著/上

保秀夫, 神門典

子訳者代表/阿部

明典 [ほか] 訳

丸善出版 2013.4 711301019 開架図書 007.5//インタ

情報検索の基礎

Christopher D.

Manning,

Prabhakar

Raghavan,

Hinrich Schütze

著/岩野和生 [ほ

か] 訳

共立出版 2012.6 711301018 開架図書 007.5//ジヨウ

基礎からのMySQL 改訂版(プログラマの種シリーズ :

SE必修!)
西沢夢路著

ソフトバンクク

リエイティブ
2012.5 711300244 開架図書 007.6//キソカ

コンピュータシステムの基礎 第15版

アイテック情報

技術教育研究部

編著

アイテック情報

処理技術者教育

センター

2009.10 711300772 開架図書 007.6//コンピ

ディジタル作法 : カーニハン先生の「情報」教室

Brian W.

Kernighan著/久

野靖訳

オーム社 2013.2 711300250 開架図書 007.6//デイジ

データマイニングとその応用(シリーズオペレーション

ズ・リサーチ:2)

加藤直樹, 羽室

行信, 矢田勝俊
朝倉書店 2008.9 711300029 開架図書 007.6//デタマ
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ハードウェア 改訂3版(図解コンピュータ概論)
橋本洋志 [ほか]

共著
オーム社 2010.2 711300234 シラバス 007.6//ハドウ

組込みシステム(未来へつなぐデジタルシリーズ:20)
中條直也, 井上

雅裕, 山田圀裕
共立出版 2013.4 711300690 開架図書 007.61//クミコ

Power Pointによる理系学生・研究者のためのビジュア

ルデザイン入門
田中佐代子著 講談社 2013.7 711300674 開架図書 007.63//POW

ソフトウェア工学(情報工学レクチャーシリーズ)
高橋直久, 丸山

勝久共著
森北出版 2010.8 711300219 シラバス 007.63//ソフト

10日でおぼえるC#入門教室 arton著 翔泳社 2013.2 711300765 開架図書 007.64//10カ

1ランク上のPICマイコンプログラミング : シミュレー

タとデバッガの活用法
高田直人著

東京電機大学出

版局
2013.3 711300697 開架図書 007.64//1ラン

Code : the hidden language of computer hardware and

software : pbk
Charles Petzold Microsoft Press c2000 711300305 開架図書 007.64//COD

GNU make

Robert

Mecklenburg著/

菊池彰訳

オライリー・

ジャパン/オーム

社 (発売)

2005.12 711300253 開架図書 007.64//GNU

GPUプログラミング入門 : CUDA5による実装 伊藤智義編 講談社 2013.5 711300654 開架図書 007.64//GPU

Kinect for Windows SDKプログラミングガイド :

「Visual C++」(I/O books)

杉浦司, 岩崎[秀]

介著
工学社 2012.11 711300661 開架図書 007.64//KIN

Kinect for Windowsアプリを作ろう! 日向俊二著 カットシステム 2012.12 711301079 開架図書 007.64//KIN

Numerical recipes in C++ : the art of scientific

computing 2nd ed [Text] : hardback

William H. Press

... [et al.]

Cambridge

University Press
2002 711300373 シラバス 007.64//NUM

wxPython GUIプログラミング 桑井博之著 カットシステム 2012.11 711301004 開架図書 007.64//WXP

情報科学科データ構造とアルゴリズムテキスト 2013年

度版
小山明夫[著]

[山形大学] ;

[2013]
711300763 シラバス

007.64//ジヨウ

//2013

世界でもっとも強力な9のアルゴリズム

ジョン・マコー

ミック著/長尾高

弘訳

日経BP社/日経

BPマーケティン

グ (発売)

2012.7 711300312 開架図書 007.64//セカイ

デバッグの理論と実践 : なぜプログラムはうまく動かな

いのか

Andreas Zeller

著/今田昌宏 [ほ

か] 訳

オライリー・

ジャパン/オーム

社 (発売)

2012.12 711300254 開架図書 007.64//デバツ

モダンC言語プログラミング : 統合開発環境、デザイン

パターン、エクストリーム・プログラミング、テスト

駆動開発、リファクタリング、継続的インテグレー

ションの活用

花井志生著

アスキー・メ

ディアワークス

/KADOKAWA

(発売)

2013.10 711301117 開架図書 007.64//モダン

情報システム基礎(IT text. 一般教育シリーズ) 神沼靖子編著 オーム社 2006.10 711300366 シラバス 007//ジヨウ

情報処理テキスト 2013

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]

-
711300198 シラバス

007//ジョウ

//2013

読書力(岩波新書:新赤版 801) 齋藤孝著 岩波書店 2002.9 711301269 新書・文庫本 019//ドクシ

LATEX2ε美文書作成入門 改訂第6版
奥村晴彦, 黒木

裕介著
技術評論社 2013.11 711301015 開架図書 021.49//LAT

LATEX2ε辞典 : 用法・用例逆引きリファレンス

(Desktop reference)
吉永徹美著 翔泳社 2009.2 711301016 開架図書 021.49//LAT

LATEXはじめの一歩 : Windows8/7対応(やさしいプログ

ラミング)
土屋勝著 カットシステム 2013.5 711301052 開架図書 021.49//LAT

独習LATEX2ε 吉永徹美著 翔泳社 2008.3 711301017 開架図書 021.49//ドクシ

心の病と精神医学 第2版(図解雑学 : 絵と文章でわかり

やすい!)
影山任佐著 ナツメ社 2007.11 711300463 新書・文庫本 080//ズカイ

医薬品業界のしくみ(図解雑学 : 絵と文章でわかりやす 宮重徹也著 ナツメ社 2009.7 711300464 新書・文庫本 080//ズカイ

食品業界のしくみ(図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 齋藤訓之著 ナツメ社 2010.7 711300465 新書・文庫本 080//ズカイ

京のわる口(平凡社ライブラリー:773) 秦恒平著 平凡社 2012.10 711300476 新書・文庫本
080//ヘイボ

//773

小島烏水 : 山の風流使者伝 上(平凡社ライブラリー:774) 近藤信行著 平凡社 2012.10 711300477 新書・文庫本
080//ヘイボ

//774

「太平記読み」の時代 : 近世政治思想史の構想(平凡社

ライブラリー:775)
若尾政希著 平凡社 2012.11 711300478 新書・文庫本

080//ヘイボ

//775
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高校生からの古典読本(平凡社ライブラリー:776)
岡崎真紀子 [ほ

か] 編著
平凡社 2012.11 711300479 新書・文庫本

080//ヘイボ

//776

飲食事典 上(平凡社ライブラリー:777-778) 本山荻舟著 平凡社 2012.12 711300480 新書・文庫本
080//ヘイボ

//777

飲食事典 下(平凡社ライブラリー:777-778) 本山荻舟著 平凡社 2012.12 711300481 新書・文庫本
080//ヘイボ

//778

シェイクスピア : 言語・欲望・貨幣(平凡社ライブラ

リー:779)

テリー・イーグ

ルトン著/大橋洋

一訳

平凡社 2013.1 711300482 新書・文庫本
080//ヘイボ

//779

新編不穏の書、断章(平凡社ライブラリー:780)
フェルナンド・

ペソア著/澤田直
平凡社 2013.1 711300483 新書・文庫本

080//ヘイボ

//780

批判的想像力のために : グローバル化時代の日本(平凡

社ライブラリー:781)

テッサ・モーリ

ス=スズキ著
平凡社 2013.2 711300484 新書・文庫本

080//ヘイボ

//781

紅茶の文化史(平凡社ライブラリー:782) 春山行夫著 平凡社 2013.2 711300485 新書・文庫本
080//ヘイボ

//782

ドストエフスキーの創作の問題(平凡社ライブラ

リー:783)

ミハイル・バフ

チン著/桑野隆訳
平凡社 2013.3 711300486 新書・文庫本

080//ヘイボ

//783

思考と動き(平凡社ライブラリー:784)
アンリ・ベルク

ソン著/原章二訳
平凡社 2013.4 711300487 新書・文庫本

080//ヘイボ

//784

宮本常一の写真に読む失われた昭和(平凡社ライブラ

リー:785)
佐野眞一著 平凡社 2013.4 711300488 新書・文庫本

080//ヘイボ

//785

サーカスが来た! : アメリカ大衆文化覚書(平凡社ライブ

ラリー:786)
亀井俊介著 平凡社 2013.5 711300489 新書・文庫本

080//ヘイボ

//786

ヘーゲル初期哲学論集(平凡社ライブラリー:787)
G.W.F. ヘーゲ

ル著/村上恭一訳
平凡社 2013.5 711300490 新書・文庫本

080//ヘイボ

//787

農民ユートピア国旅行記(平凡社ライブラリー:788)

アレクサンド

ル・チャヤーノ

フ著/和田春樹,

和田あき子訳

平凡社 2013.6 711300491 新書・文庫本
080//ヘイボ

//788

百鬼園百物語 : 百間怪異小品集(平凡社ライブラ

リー:789)

内田百間著/東雅

夫編
平凡社 2013.6 711300492 新書・文庫本

080//ヘイボ

//789

マグナ・グラエキア : ギリシア的南部イタリア遍歴(平

凡社ライブラリー:790)

グスタフ・ル

ネ・ホッケ著/種

村季弘訳

平凡社 2013.7 711300493 新書・文庫本
080//ヘイボ

//790

少女たちの植民地 : 関東州の記憶から(平凡社ライブラ

リー:791)
藤森節子著 平凡社 2013.7 711300494 新書・文庫本

080//ヘイボ

//791

憲法は、政府に対する命令である。 増補(平凡社ライブ

ラリー:792)

C. ダグラス・ラ

ミス著
平凡社 2013.8 711301054 新書・文庫本

080//ヘイボ

//792

菊と刀 : 日本文化の型(平凡社ライブラリー:793)

ルース・ベネ

ディクト著/越智

敏之, 越智道雄

平凡社 2013.8 711301055 新書・文庫本
080//ヘイボ

//793

形而上学叙説/ライプニッツ-アルノー往復書簡(平凡社

ライブラリー:794)

G.W. ライプ

ニッツ著/秋保

亘, 大矢宗太朗

平凡社 2013.8 711301056 新書・文庫本
080//ヘイボ

//794

憲法近代知の復権へ(平凡社ライブラリー:795) 樋口陽一著 平凡社 2013.9 711301057 新書・文庫本
080//ヘイボ

//795

新編ワーグナー(平凡社ライブラリー:796) 三光長治著 平凡社 2013.9 711301058 新書・文庫本
080//ヘイボ

//796

ボルヘス・エッセイ集(平凡社ライブラリー:797)

ホルヘ・ルイ

ス・ボルヘス著/

木村榮一編訳

平凡社 2013.10 711301059 新書・文庫本
080//ヘイボ

//797

言葉のゆくえ : 明治二〇年代の文学(平凡社ライブラ

リー:798)
谷川恵一著 平凡社 2013.10 711301060 新書・文庫本

080//ヘイボ

//798

向こう岸から(平凡社ライブラリー:799)

アレクサンド

ル・ゲルツェン

著/長縄光男訳

平凡社 2013.11 711301061 新書・文庫本
080//ヘイボ

//799

技術への問い(平凡社ライブラリー:800)

マルティン・ハ

イデッガー著/関

口浩訳

平凡社 2013.11 711301062 新書・文庫本
080//ヘイボ

//800
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美学イデオロギー(平凡社ライブラリー:801)
ポール・ド・マ

ン著/上野成利訳
平凡社 2013.12 711301118 新書・文庫本

080//ヘイボ

//801

中国奥地紀行 1(平凡社ライブラリー:802)
イザベラ・バー

ド著/金坂清則訳
平凡社 2013.12 711301119 新書・文庫本

080//ヘイボ

//802

100の思考実験 : あなたはどこまで考えられるか
ジュリアン・バ

ジーニ著/向井和
紀伊國屋書店 2012.3 711300978 開架図書 104//100

英語で読む哲学
入不二基義編/北

野安寿子 [ほか]
研究社 2013.2 711300247 英語学習 104//エイゴ

観察法・調査的面接法の進め方(心理学基礎演習:vol. 3)
松浦均, 西口利

文編
ナカニシヤ出版 2008.10 711300258 開架図書 140.7//カンサ

心理尺度のつくり方 5刷 村上宣寛著 北大路書房 2012.3 711300256 開架図書 140.7//シンリ

生態学的知覚システム : 感性をとらえなおす J.J.ギブソン著 東京大学出版会 2011.5 711300935 開架図書 141.27//セイタ

「学び」の認知科学事典 渡部信一編 大修館書店 2010.2 711300920 開架図書 141.33//マナビ

Pay attention ! : 著作権処理済(National geographic.

Test your brain)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300041 視聴覚 141.4//チユウ

アクティブ・マインド : 人間は動きのなかで考える : 新

装版(UPコレクション)

佐伯胖, 佐々木

正人編
東京大学出版会 2013.9 711300914 開架図書 141.5//アクテ

アクティブ・マインド : 人間は動きのなかで考える
佐伯胖, 佐々木

正人編
東京大学出版会 1990.5 711300963 開架図書 141.5//アクテ

アフォーダンス(複雑系の科学と現代思想:2)

佐々木正人, 三

嶋博之, 松野孝

一郎著

青土社 1997.11 711300940 開架図書 141.5//アフオ

エコロジカル・マインド : 生活の認識(現代のエスプ 佐々木正人編集 至文堂 1992.5 711300939 開架図書 141.5//エコロ

概念と方法(認知科学の基礎:1)

マイケル・I・ポ

ズナー編/佐伯

胖, 土屋俊監訳

産業図書 1991.8 711300933 開架図書
141.5//ニンチ

//1

言語への認知的接近(認知科学の基礎:2)

マイケル・I・ポ

ズナー編/佐伯

胖, 土屋俊監訳

産業図書 1991.12 711300921 開架図書
141.5//ニンチ

//2

感情と思考の科学事典
竹村和久, 北村

英哉, 住吉チカ
朝倉書店 2010.4 711300611 開架図書 141.6//カンジ

Quiet : the power of introverts in a world that can't stop

talking : pbk.
Susan Cain

Broadway

Paperbacks
c2013 711300126 開架図書 141.7//QUI

You won't believe your eyes : 著作権処理済(National

geographic. Test your brain)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300032 視聴覚 145.5//サツカ

20代にしておきたい17のこと(だいわ文庫:[8-6G], [8- 本田健 [著] 大和書房 2010.4- 711300447 新書・文庫本 159//20ダ

踊らされるな、自ら踊れ : 情報以前の知的作法 西きょうじ著 講談社 2012.6 711300426 開架図書 159//オドラ

「折れない心」をつくるたった1つの習慣 植西聡著 青春出版社 2013.12 711301035 資格＆就活 159//オレナ

がまんできない人のための真の忍耐力養成ドリル ココロ社著 技術評論社 2011.9 711300027 開架図書 159//ガマン

「心の掃除」の上手い人下手な人(集英社文庫) 斎藤茂太著 集英社 2008.2 711300448 新書・文庫本 159//ココロ

「そうじ力」であなたが輝く! : 幸運を呼びこむカンタ

ンな魔法
舛田光洋著 総合法令出版 2006.3 711301146 開架図書 159//ソウジ

突破力! : 走りながら考えろ。 齋藤孝著 清流出版 2012.5 711301141 開架図書 159//トツパ

悩む力(集英社新書:0444C) 姜尚中著 集英社 2008.5 711301143 新書・文庫本 159//ナヤム

「ゆっくり力」ですべてがうまくいく(集英社文庫) 斎藤茂太著 集英社 2006.12 711301147 新書・文庫本 159//ユツク

ご近所富士山の「謎」 : 富士塚御利益散策ガイド(講談

社+α新書:431-1D)
有坂蓉子 [著] 講談社 2008.12 711301137 新書・文庫本 163.1//ゴキン

霊峰富士の力 : 日本人がFUJISANの虜になる理由(講談

社+α新書:645-1A)
加門七海〔著〕 講談社 2014.1 711301252 新書・文庫本 163.1//レイホ

Secret lives of the Apostles : 著作権処理済(National

geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300042 視聴覚 192//シトノ

武田信玄 : こんなBOSS (ボス) ならついていきたい! :

悩んで迷って大きくなった : 販売専用(NHK DVD. 歴史

秘話ヒストリア:戦国武将編)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.1 741300048 視聴覚 210//レキシ

毛利元就 : 家族って大変だ!? : 戦国武将の秘密の悩み :

販売専用(NHK DVD. 歴史秘話ヒストリア:戦国武将編)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.1 741300049 視聴覚 210//レキシ

上杉謙信 : 謙信、変身! : 悩める若者、ヒーローになる :

販売専用(NHK DVD. 歴史秘話ヒストリア:戦国武将編)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.1 741300050 視聴覚 210//レキシ
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織田信長 : 女中は見た!! : 本能寺の変・信長最後の3日間

: 販売専用(NHK DVD. 歴史秘話ヒストリア:戦国武将編)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.1 741300051 視聴覚 210//レキシ

豊臣秀吉 : 必勝!手紙・メール術 : 私はこれで天下の

ハートをつかみました : 販売専用(NHK DVD. 歴史秘話

ヒストリア:戦国武将編)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.1 741300052 視聴覚 210//レキシ

イスラームから見た「世界史」

タミム・アン

サーリー著/小沢

千重子訳

紀伊國屋書店 2011.9 711300782 開架図書 226//イスラ

伝記ジェームズ・ギブソン : 知覚理論の革命

エドワード・

リード著/柴田

崇, 高橋綾訳

勁草書房 2006.11 711300936 開架図書 289.3//デンキ

無人島に生きる十六人(新潮文庫:す-20-1) 須川邦彦著 新潮社 2003.7 711300430 新書・文庫本 290.9//ムジン

東北から見える日本 : 文学・芸術の風景 山本陽史著 山形大学出版会 2013.3 711300220 シラバス 291.2//トウホ

広重と歩こう東海道五十三次(アートセレクション)
安村敏信, 岩崎

均史著
小学館 2000.4 711301115 開架図書 291.5//ヒロシ

決め方の大研究 : どんな方法があるの? : ジャンケンか

ら選挙まで

佐伯胖監修/造事

務所編集・構成
PHP研究所 2012.10 711300969 開架大型 301//キメカ

資本主義の「終わりの始まり」 : ギリシャ、イタリアで

起きていること(新潮選書)
藤原章生著 新潮社 2012.11 711300019 開架図書

302.395//シホ

ン

「きめ方」の論理 : 社会的決定理論への招待 佐伯胖著 東京大学出版会 1980.4 711300924 開架図書 304//キメカ

8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2015年度

版1

SPIノートの会

編著
洋泉社

2004.10

-
711301028 資格＆就活

307.8//8ワリ

//2015-1

SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2015年度

版(就活ネットワークの就職試験完全対策:1)

就活ネットワー

ク編
実務教育出版 2013.5 711301039 資格＆就活

307.8//SPI//20

15

これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2015年度版
SPIノートの会,

津田秀樹編著
洋泉社 2013.6 711301031 資格＆就活

307.8//コレガ

//2015

最新最強のSPIクリア問題集 : これ一冊でSPI完全突破!

'15年度版

成美堂出版編集

部編
成美堂出版

2001.10

-
711301027 資格＆就活

307.8//サイシ

//2015

六法全書 平成25年版 1
我妻栄, 宮沢俊

義編
有斐閣 1948- 711300323 辞書辞典

320//ロツポ

//25-1

六法全書 平成25年版 2
我妻栄, 宮沢俊

義編
有斐閣 1948- 711300324 辞書辞典

320//ロツポ

//25-2

キヨミズ准教授の法学入門(星海社新書:25) 木村草太著
星海社/講談社

(発売)
2012.11 711300235 シラバス 321//キヨミ

世界史の中の憲法(法学館憲法研究所双書)

浦部法穂著/法学

館憲法研究所企

画編集

共栄書房 2008.12 711300405 開架図書 323.01//セカイ

憲法の本 改訂版(法学館憲法研究所双書)

浦部法穂著/法学

館憲法研究所企

画編集

共栄書房 2012.3 711300406 開架図書 323.14//ケンポ

太陽と月と : 私たちの憲法の人々の情熱
太陽と月と製作

委員会

太陽と月と製作

委員会
c2012 741300026 視聴覚 323.14//タイヨ

僕らの憲法学 : 「使い方」教えます(ちくまプリマー新

書:075)
田村理著 筑摩書房 2008.1 711300231 シラバス 323.14//ボクラ

ゼミナールゲーム理論入門 渡辺隆裕著
日本経済新聞出

版社
2008.4 711300252 開架図書 331.19//ゼミナ

産業人の未来(ドラッカー名著集:10)
P.F.ドラッカー

著/上田惇生訳
ダイヤモンド社 2008.1 711300460 開架図書

335.08//ドラツ

//10

傍観者の時代(ドラッカー名著集:12)
P.F.ドラッカー

著/上田惇生訳
ダイヤモンド社 2008.5 711300461 開架図書

335.08//ドラツ

//12

OR入門科学的意志決定 金田数正著 内田老鶴圃 1991.5 711300646 開架図書 336.1//ORニ

意思決定のための数理モデル入門(シリーズオペレー

ションズ・リサーチ:5)

今野浩, 後藤順

哉著
朝倉書店 2011.9 711300030 開架図書 336.1//イシケ

一瞬で大切なことを伝える技術 : 論理的な人になれる世

界一シンプルな思考法
三谷宏治著 かんき出版 2011.11 711301044 開架図書 336.2//イツシ

採用基準 : 地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代著 ダイヤモンド社 2012.11 711300980 資格＆就活 336.3//サイヨ

リーダーになるために : D・カーネギー : 新装版
D・カーネギー

協会編/山本徳源
創元社 2000.9 711300783 開架図書 336.3//リダニ
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ウォートン・スクールゲーミフィケーション集中講義

ケビン・ワー

バック, ダン・

ハンター著/三ツ

松新監訳/渡部典

阪急コミュニ

ケーションズ
2013.12 711301020 開架図書 336//ウオト

図解電子マネー業界ハンドブック 岩田昭男著 東洋経済新報社 2008.4 711300367 シラバス 338//ズカイ

実践としての統計学 佐伯胖, 松原望 東京大学出版会 2000.1 711300923 開架図書 350.1//ジツセ

統計学が最強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 2013.1 711300310 開架図書 350.1//トウケ

バースト!人間行動を支配するパターン

アルバート=ラ

ズロ・バラバシ

著/塩原通緒訳

NHK出版 2012.7 711300311 開架図書 361.4//バスト

言葉のチカラ(集英社文庫:[か46-2]) 香山リカ著 集英社 2011.11 711301138 新書・文庫本 361.45//コトバ

伝え方が9割 佐々木圭一著 ダイヤモンド社 2013.2 711300979 開架図書 361.45//ツタエ

何を話せばいいのかわからない人のための雑談のルー

ル(中経の文庫:ま-13-1)
松橋良紀著 KADOKAWA 2013.10 711301290 新書・文庫本 361.45//ナニオ

わかりあえないことから : コミュニケーション能力とは

何か(講談社現代新書:2177)
平田オリザ著 講談社 2012.10 711300609 新書・文庫本 361.45//ワカリ

質問紙デザインの技法 鈴木淳子著 ナカニシヤ出版 2011.9 711300257 開架図書 361.9//シツモ

料理家 栗原はるみ : 料理の力を、信じている : 販売専

用(NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀 : DVD-

BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300053 視聴覚

366.29//プロフ

//9-1

パン職人 成瀬正の仕事 : 不満足こそが、極上を生む :

[販売専用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀

: DVD-BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300062 視聴覚

366.29//プロフ

//9-10

食品スーパー経営者 福島徹 : 信頼は、己の全てでつか

み取る : [販売専用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕

事の流儀 : DVD-BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300054 視聴覚

366.29//プロフ

//9-2

商社マン 片野裕 : 不屈の課長、情熱を力に : [販売専

用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀 : DVD-

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300055 視聴覚

366.29//プロフ

//9-3
数寄屋大工 齋藤光義 : 突き詰めた先に、美は生まれる :

販売専用(NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀 :

DVD-BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300056 視聴覚

366.29//プロフ

//9-4

宇宙飛行士 若田光一の仕事 : 極限の宇宙 コマンダーへ

の道 : [販売専用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事

の流儀 : DVD-BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300057 視聴覚

366.29//プロフ

//9-5

町工場経営者 竹内宏の仕事 : 独創力こそ、工場の誇り :

[販売専用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300058 視聴覚

366.29//プロフ

//9-6
管理栄養士 佐々木十美の仕事 : 子どもを鍛える、母の

給食 : [販売専用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事

の流儀:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300059 視聴覚

366.29//プロフ

//9-7

IT技術者 及川卓也の仕事 : 挑まなければ、得られない :

[販売専用](NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀

: DVD-BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300060 視聴覚

366.29//プロフ

//9-8

旅客機パイロット 早川秀昭の仕事 : 夢の旅客機、未来

へのフライト : [販売専用](NHK DVD. プロフェッショナ

ル : 仕事の流儀 : DVD-BOX:第9期)

NHK出版企画・

制作

NHKエンタープ

ライズ
2012.8 741300061 視聴覚

366.29//プロフ

//9-9

学校を問う(学校の再生をめざして:1)
佐伯胖, 汐見稔

幸, 佐藤学編
東京大学出版会 1992.7 711300926 開架図書

370.4//ガツコ

//1

現代社会と学校(学校の再生をめざして:3)
佐伯胖, 汐見稔

幸, 佐藤学編
東京大学出版会 1992.9 711300925 開架図書

370.4//ガツコ

//3

「学ぶ」ということの意味(子どもと教育) 佐伯胖著 岩波書店 1995.4 711300913 開架図書 370.4//マナブ

共生する社会(シリーズ学びと文化:4)
佐伯胖, 藤田英

典, 佐藤学編
東京大学出版会 1995.10 711300929 開架図書 371.3//キヨウ

心理学と教育実践の間で : 新装版(UPコレクション) 佐伯胖 [ほか] 著 東京大学出版会 2013.9 711300915 開架図書 371.4//シンリ

心理学と教育実践の間で 佐伯胖 [ほか] 著 東京大学出版会 1998.9 711300962 開架図書 371.4//シンリ

「学び」の構造 佐伯胖著 東洋館出版社 1975.2 711300932 開架図書 371.4//マナビ

「わかり方」の探究 : 思索と行動の原点 佐伯胖著 小学館 2004.8 711300960 開架図書 371.4//ワカリ

生活から学びへ(フレネの教室:2)
佐伯胖, 中西新

太郎, 若狭蔵之
青木書店 1996.9 711300965 開架図書

371.5//フレネ

//2

教育小六法 平成25年版 (2013) 兼子仁 [ほか] 編 学陽書房 1953- 711300272 シラバス
373.2//キヨウ

//2013
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教職論(教職シリーズ:1)
新井保幸, 江口

勇治編著
培風館 2010.5 711300225 シラバス 374.3//キヨウ

高等学校学習指導要領解説 理科編・理数編 文部科学省 [著] 実教出版 2009.12 711300205 シラバス 375.1//コウト

「学び」を問いつづけて : 授業改革の原点 佐伯胖著 小学館 2003.8 711300961 開架図書 375.1//マナビ

教科「情報」実習へのフライト : 明日の情報教育で使え

る教師のための実践事例集
CIEC編著 日本文教出版 2001.7 711300968 開架図書 375.19//キヨウ

コンピュータのある教室(フレネ教育)
佐伯胖, 田中仁

一郎著
青木書店 1999.7 711300964 開架図書 375.19//コンピ

コンピュータなんてへっちゃら : 授業で使えるポイント

とトラブル対応

佐伯胖監修

/CIEC編著

日本文教出版/三

晃書房(発売)
2004.2 711300967 開架図書 375.19//コンピ

マルチメディアと教育 : 知識と情報, 学びと教え 佐伯胖著 太郎次郎社 1999.1 711300927 開架図書 375.19//マルチ

科学する文化(シリーズ学びと文化:3)
佐伯胖, 藤田英

典, 佐藤学編
東京大学出版会 1995.8 711300931 開架図書 375.4//カガク

理科教育法 : 授業に活かす! 中学・高等学校編
左巻健男, 内村

浩編著
東京書籍 2009.4 711300539 開架図書 375.42//リカキ

若い先生のための理科教育概論 3訂 畑中忠雄著 東洋館出版社 2009.9 711300540 開架図書 375.42//ワカイ

物理基礎 國友正和 [ほか] 数研出版 2012.1 711300531 シラバス 375.424//ブツ

物理 國友正和 [ほか] 数研出版 2013.1 711300535 シラバス 375.424//ブツ

化学基礎 辰巳敬 [ほか] 著 数研出版 2012.1 711300532 シラバス 375.434//カガ

化学 辰巳敬 [ほか] 著 数研出版 2013.1 711300536 シラバス 375.434//カガ

高等学校地学I : 地球と宇宙 改訂版 小川勇二郎ほか 数研出版 2007.1 711300537 シラバス 375.454//コウ

高等学校地学II : 地球と宇宙の探究 力武常次 [ほか] 数研出版 2004.1 711300538 シラバス 375.454//コウ

地学基礎
小川勇二郎 [ほ

か] 著
数研出版 2012.1 711300534 シラバス

375.454//チガ

ク

生物基礎 嶋田正和 [ほか] 数研出版 2012.1 711300533 シラバス 375.464//セイ

生物 嶋田正和 [ほか] 数研出版 2013.1 711300541 シラバス 375.464//セイ

表現者として育つ(シリーズ学びと文化:5)
佐伯胖, 藤田英

典, 佐藤学編
東京大学出版会 1995.11 711300934 開架図書 375.7//ヒヨウ

「わかる」ということの意味 新版(子どもと教育) 佐伯胖著 岩波書店 1995.9 711300919 開架図書 375//ワカル

幼児教育へのいざない : 円熟した保育者になるために

(UP選書:280)
佐伯胖著 東京大学出版会 2001.12 711300930 開架図書 376.1//ヨウジ

共感 : 育ち合う保育のなかで 佐伯胖編 ミネルヴァ書房 2007.5 711300928 開架図書 376.11//キヨウ

グローバリゼーション, 社会変動と大学(シリーズ大

学:1)
吉田文 [ほか] 著 岩波書店 2013.3 711300201 開架図書

377.04//シリズ

//1

工学部ヒラノ教授の事件ファイル 今野浩著 新潮社 2012.6 711301009 開架図書 377.21//コウガ

工学部ヒラノ教授 今野浩著 新潮社 2011.1 711301010 開架図書 377.21//コウガ

工学部ヒラノ教授と4人の秘書たち 今野浩著 技術評論社 2012.11 711301011 開架図書 377.21//コウガ

この業界・企業でこの「採用テスト」が使われている! :

主要「採用テスト」の[○秘]問題例と「速解法」を伝授

2015年度版

SPIノートの会

編著
洋泉社 2002.3- 711301026 資格＆就活

377.9//コノギ

//2015

『四季報』で勝つ就活 : 東洋経済編集長が教える! 田宮寛之著 三修社 2013.11 711301034 資格＆就活 377.9//シキホ

就活準備 : 就活を始める前に気づいておきたかったこと 杉村鉄著 文芸社 2013.9 711301032 資格＆就活 377.9//シユウ

就活必修!面接術受け方・話し方・聞き方 : 内定が決ま

る50のコツ 2015
坪田まり子著 さくら舎 [2013.6] 711301073 資格＆就活 377.9//シユウ

就職活動スタートブック 2015年度版(REAL就活)
大和田恭成, 友

寄秀俊監修
洋泉社 2011.5- 711301038 資格＆就活

377.9//シユウ

//2015

就活のやり方「いつ・何を・どう?」ぜんぶ! 2015年度

版(就職の王道BOOKs:1, 2, 3)

就職情報研究会

編
実務教育出版 2008.7- 711301040 資格＆就活

377.9//シユウ

//2015

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 2015年度版(就職の王道BOOKs:3, 4, 5)
才木弓加編著 実務教育出版 2007.9- 711301042 資格＆就活

377.9//シユウ

//2015

就職活動みるみるよくなる面接パワーアップ塾 : 実際の

回答例アドバイス満載 2015年度版(就職の王道
岡茂信編著 実務教育出版 2003.2- 711301043 資格＆就活

377.9//シユウ

//2015

ちょっと待ったその就活! : 就活前に考えておきたい

「大学生のキャリアデザイン」
上田晶美著 技術評論社 2013.12 711301033 資格＆就活 377.9//チヨツ

内定を決める就活 : 要するに ここが知りたい! 2015年

度版(就職の王道BOOKs:2, 3, 4)
福島直樹編著 実務教育出版 2008.7- 711301041 資格＆就活

377.9//ナイテ

//2015

偏差値37なのに就職率9割の大学(メディアファクト

リー新書:088)
堀口英則著 KADOKAWA 2013.10 711301326 新書・文庫本 377.9//ヘンサ
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よくわかる森式就活履歴書・エントリーシート 2015年

度版

森吉弘著/ユー

キャン就職試験

研究会編

ユーキャン学び

出版/自由国民社

(発売)

2012.10 711301029 資格＆就活
377.9//ヨクワ

//2015

よくわかる森式就活面接 2015年度版

森吉弘著/ユー

キャン就職試験

研究会編

ユーキャン学び

出版/自由国民社

(発売)

2012.10

-
711301030 資格＆就活

377.9//ヨクワ

//2015

リクルートを辞めたから話せる、本当の「就活」の話 :

無名大学から大手企業へ(PHPビジネス新書:300)
太田芳徳著 PHP研究所 2013.12 711301072 資格＆就活 377.9//リクル

アカデミック・キャピタリズムを超えて : アメリカの大

学と科学研究の現在
上山隆大著 NTT出版 2010.7 711300018 開架図書 377//アカデ

まなびを学ぶ(ワークショップと学び:1)
苅宿俊文, 佐伯

胖, 高木光太郎
東京大学出版会 2012.4 711300918 開架図書

379.6//ワクシ

//1

場づくりとしてのまなび(ワークショップと学び:2)
苅宿俊文, 佐伯

胖, 高木光太郎
東京大学出版会 2012.5 711300916 開架図書

379.6//ワクシ

//2

まなびほぐしのデザイン(ワークショップと学び:3)
苅宿俊文, 佐伯

胖, 高木光太郎
東京大学出版会 2012.9 711300917 開架図書

379.6//ワクシ

//3

食の街道を行く(平凡社新書:536) 向笠千恵子著 平凡社 2010.7 711301246 新書・文庫本 383.8//シヨク

サイバー時代の戦争(岩波新書:新赤版 1393) 谷口長世著 岩波書店 2012.11 711300278 新書・文庫本 392//サイバ

理科年表 第86冊(平成25年) 東京天文臺編纂 東京天文臺 1925.2- 711300462 辞書ハンドブック
403.6//リカネ

//2013

宇宙でいちばん面白い脳がしびれる科学の時間 長沼毅著 河出書房新社 2013.1 711300428 開架図書 404//ウチユ

科学歳時記一日一話(河出ブックス:060) 小山慶太著 河出書房新社 2013.8 711300784 開架図書 404//カガク

How to succeed as a scientist : from postdoc to

professor : pbk.

Barbara J.

Gabrys and

Jane A.

Cambridge

University Press
2012 711300374 開架図書 407//HOW

英語で読み解く科学情報 : Science News

松野守峰, ラス

カイル・L・ハ

ウザー著

IBCパブリッシ

ング
2013.2 711300313 開架図書 407//エイゴ

オープンサイエンス革命
マイケル・ニー

ルセン著/高橋洋
紀伊國屋書店 2013.4 711300608 開架図書 407//オプン

科学英語を読みとくテクニック : 実際の英文記事でト

レーニングする読解・分析・意訳
畠山雄二著 丸善出版 2012.12 711300246 開架図書 407//カガク

科学者の責任 : 哲学的探究

ジョン・フォー

ジ著/佐藤透, 渡

邉嘉男訳

産業図書 2013.3 711300382 開架図書 407//カガク

科学技術倫理学の展開
石原孝二, 河野

哲也編
玉川大学出版部 2009.12 711300445 シラバス 407//カガク

ゼネラル・サイエンス : はじめての科学技術英語 改装

(英語総合教材)

Martin Bates,

Tony Dudley-

Evans著/小林忠

夫 [ほか] 編

南雲堂 2005.2 711300265 シラバス 407//ゼネラ

ヒラノ教授の論文必勝法 : 教科書が教えてくれない裏事

情(中公新書ラクレ:480)
今野浩著 中央公論新社 2013.12 711301291 新書・文庫本 407//ヒラノ

理科系のための学会・留学英会話テクニック 廣岡慶彦著 朝倉書店 2013.3 711300656 開架図書 407//リカケ

脳の認知と記憶システム(ブルーバックス:B-1842. 記憶

のしくみ:上)

ラリー・R・ス

クワイア, エ

リック・R・カ

ンデル著

講談社 2013.11 711301327 新書・文庫本 408//B//1842

脳の記憶貯蔵のメカニズム(ブルーバックス:B-1843. 記

憶のしくみ:下)

ラリー・R・ス

クワイア, エ

リック・R・カ

ンデル著

講談社 2013.12 711301328 新書・文庫本 408//B//1843

図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれた激動の歴史(ブ

ルーバックス:B-1853)
岩堀修明著 講談社 2014.2 711301329 新書・文庫本 408//B//1853

基礎・食品・環境(ブルーバックス:B-1854. カラー図解

EURO版バイオテクノロジーの教科書:上)

ラインハート・

レンネバーグ著/

田中暉夫, 奥原

正國訳

講談社 2014.2 711301330 新書・文庫本 408//B//1854

数学文章作法 基礎編(ちくま学芸文庫:[ユ-4-1]) 結城浩著 筑摩書房 2013.4 711300111 新書・文庫本 408//チクマ

生物学の歴史(ちくま学芸文庫:[ナ22-1]) 中村禎里著 筑摩書房 2013.4 711300112 新書・文庫本 408//チクマ
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数学で何が重要か(ちくま学芸文庫:[シ20-4]) 志村五郎著 筑摩書房 2013.5 711300259 新書・文庫本 408//チクマ

フィールズ賞で見る現代数学(ちくま学芸文庫:[モ17-1])

マイケル・モナ

スティルスキー

著/眞野元訳

筑摩書房 2013.6 711300424 新書・文庫本 408//チクマ

近世の数学 : 無限概念をめぐって(ちくま学芸文庫:[ハ 原亨吉著 筑摩書房 2013.6 711300425 新書・文庫本 408//チクマ

数とは何かそして何であるべきか(ちくま学芸文庫:[テ9-

1])

リヒャルト・デ

デキント著/渕野

昌訳・解説

筑摩書房 2013.7 711300495 新書・文庫本 408//チクマ

現代数学への招待 : 多様体とは何か(ちくま学芸文庫:[シ

-28-4])
志賀浩二著 筑摩書房 2013.8 711300607 新書・文庫本 408//チクマ

数学序説(ちくま学芸文庫:[ヨ13-1])
吉田洋一, 赤摂

也著
筑摩書房 2013.9 711300889 新書・文庫本 408//チクマ

幾何学(ちくま学芸文庫:[テ6-4])
ルネ・デカルト

著/原亨吉訳
筑摩書房 2013.10 711300890 新書・文庫本 408//チクマ

幾何学の基礎をなす仮説について(ちくま学芸文庫:リ7-

1)

ベルンハルト・

リーマン著/菅原

正巳訳

筑摩書房 2013.11 711301024 新書・文庫本 408//チクマ

永久運動の夢(ちくま学芸文庫:[オ23-1])

アーサー・オー

ドヒューム著/高

田紀代志, 中島

秀人訳

筑摩書房 2014.1 711301120 新書・文庫本 408//チクマ

数理物理学の方法 : ノイマン・コレクション(ちくま学

芸文庫:[フ29-5])

J. フォン・ノイ

マン著/伊東恵一

編訳

筑摩書房 2013.12 711301121 新書・文庫本 408//チクマ

数学史 改訂版(モノグラフ:[25])
矢野健太郎著/茂

木勇増補

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1989.9 711300178 リメディアル 410.2//スウガ

高校数学公式活用事典 第3版 岩瀬重雄著 旺文社
[2002.1

1]
711300097 リメディアル 410.38//コウコ

公式集 5訂版(モノグラフ) 春日正文編

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1996.5 711300155 リメディアル 410.38//コウシ

高等数学公式便覧
Gerhard

Merziger [ほか
朝倉書店 2013.6 711300673 開架図書 410.38//コウト

数学公式ハンドブック ポケット版

Alan Jeffrey著/

穴田浩一, 内田

雅克, 柳谷晃訳

共立出版 2013.6 711300672 開架図書 410.38//スウガ

数学検定準1級実践演習 : ためせ実力! 中村力著 森北出版 2013.2 711300079 開架図書 410.7//スウガ

越境する数学 西浦廉政編 岩波書店 2013.2 711300088 開架図書 410//エツキ

スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数学キャンパ

ス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽

に取れる! 改訂1

馬場敬之著 マセマ出版社 [2013.5] 711301325 開架図書 410//スバラ

漸化式 4訂版(モノグラフ:[15]) 宮原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.3 711300170 リメディアル 410//ゼンカ

もういちど読む数研の高校数学 第1巻
岡部恒治, 数研

出版編集部共著
数研出版 2011- 711300095 リメディアル 410//モウイ//1

もういちど読む数研の高校数学 第2巻
岡部恒治, 数研

出版編集部共著
数研出版 2011- 711300096 リメディアル 410//モウイ//2

キーポイントフーリエ解析(理工系数学のキーポイン 船越満明著 岩波書店 1997.2 711300230 シラバス 410//リコウ//9

行列(モノグラフ:[8]) 高橋正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1989.9 711300163 リメディアル 411.3//ギヨウ

システム線形代数 : 工学系への応用 谷野哲三著 朝倉書店 2013.2 711300085 開架図書 411.3//システ

スバラシク実力がつくと評判の演習線形代数キャンパ

ス・ゼミ 改訂1
高杉豊著 マセマ出版社

[2012.1

1]
711301316 開架図書 411.3//スバラ

線形代数(大学院入試問題から学ぶシリーズ) 池田和正著 日本評論社 2011.9 711300036 開架図書 411.3//センケ

線形代数 : 量子力学を中心にして(フロー式物理演習シ

リーズ:3)
中田仁著 共立出版 2013.1 711300658 開架図書 411.3//センケ
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線形代数(理工系の数理)
永井敏隆, 永井

敦共著
裳華房 2008.11 711300670 開架図書 411.3//センケ

図形と方程式(モノグラフ:6) 納城孝史著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.10 711300161 リメディアル 411.4//ズケイ

方程式(モノグラフ:[3]) 塩崎勝彦著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.6 711300158 リメディアル 411.4//ホウテ

式の計算(モノグラフ:[1]) 宮原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.1 711300156 リメディアル 411//シキノ

整数 3訂版(モノグラフ:[2]) 宮原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1989.5 711300157 リメディアル 412//セイス

最大と最小 3訂版(モノグラフ:17) 春日正文著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.3 711300172 リメディアル 413.1//サイダ

数列 3訂版(モノグラフ:14) 久保季夫著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1989.1 711300169 リメディアル 413.2//スウレ

技術者のための微分積分学 : なぜ?微積分を学ぶのか 阿蘇和寿 [ほか] 森北出版 2005.12 711300224 シラバス 413.3//ギジユ

工学系の基礎数学 第2版
磯祐介, 大西和

栄, 登坂宣好著
彰国社 2004.1 711300303 開架図書 413.3//コウガ

古典的難問に学ぶ微分積分 高瀬正仁著 共立出版 2013.7 711300738 開架図書 413.3//コテン

スバラシク実力がつくと評判の演習微分積分キャンパ

ス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽

馬場敬之, 高杉

豊著
マセマ出版社 [2008.3] 711301317 開架図書 413.3//スバラ

微積分 : 整関数(モノグラフ:[16]) 味八木徹著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.5 711300171 リメディアル 413.3//ビセキ

微分 改訂版(モノグラフ:[18]) 高橋正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.4 711300173 リメディアル 413.3//ビブン

微分積分 新版 2(新版数学シリーズ) 岡本和夫 [ほか] 実教出版 2010.12 711300270 シラバス 413.3//ビブン

積分(モノグラフ:19) 高橋正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.3 711300174 リメディアル 413.4//セキブ

関数(モノグラフ:[5]) 山下正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1989.5 711300160 リメディアル 413.5//カンス

複素数 改訂版(モノグラフ:[9]) 高橋正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.10 711300164 リメディアル 413.5//フクソ

不等式(モノグラフ:4) 梁取弘著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.9 711300159 リメディアル 413.5//フトウ

虚数と複素数から見えてくるオイラーの発想 : e,i,πの

正体(知りたいサイエンス:107)

吉田信夫著/アッ

プ研伸館編集
技術評論社 2012.1 711300028 開架図書 413.52//キヨス

スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャンパス・

ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
馬場敬之著 マセマ出版社 [2013.6] 711301323 開架図書 413.52//スバラ

複素解析
L.V. アールフォ

ルス著/笠原乾吉
現代数学社 1982.3 711300212 シラバス 413.52//フクソ

複素関数入門(現代数学への入門) 神保道夫著 岩波書店 2003.12 711300227 シラバス 413.52//フクソ

複素解析(理工系の数理)
谷口健二, 時弘

哲治共著
裳華房 2013.2 711300671 開架図書 413.52//フクソ

3角関数(モノグラフ:[13]) 宮原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.12 711300168 リメディアル 413.59//3カク

指数・対数関数(モノグラフ:[12]) 沖山義光著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1990.5 711300167 リメディアル 413.59//シスウ
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スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析キャンパ

ス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽

に取れる! 改訂1

馬場敬之, 高杉

豊著
マセマ出版社 [2012.6] 711301294 開架図書 413.59//スバラ

Maximaで学ぶ微分方程式(I/O books) 赤間世紀著 工学社 2013.1 711300662 開架図書 413.6//MAX

微分方程式 改訂版(モノグラフ:[20]) 石原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.4 711300175 リメディアル 413.6//ビブン

工科のための常微分方程式(工科のための数理:MKM-4) 足立俊明著
数理工学社/サイ

エンス社 (発売)
2013.3 711300681 開架図書 413.62//コウカ

初等常微分方程式の解法
内藤敏機, 申正

善共著

牧野書店/星雲社

(発売)
2005.11 711300264 シラバス 413.62//シヨト

スバラシク実力がつくと評判の演習常微分方程式キャ

ンパス・ゼミ

高杉豊, 馬場敬

之著
マセマ出版社 [2013.9] 711301315 開架図書 413.62//スバラ

スバラシク実力がつくと評判の常微分方程式キャンパ

ス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽

に取れる! 改訂1

馬場敬之著 マセマ出版社
[2012.1

2]
711301324 開架図書 413.62//スバラ

数理解析学概論 北田均著 現代数学社 2012.8 711300732 開架図書 413//スウリ

複素ニューラルネットワーク(臨時別冊・数理科学.

SGCライブラリ:38)
廣瀬明著 サイエンス社 2005.3 711300118 開架図書 413//フクソ

平面図形(モノグラフ:[23]) 宮原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.3 711300177 リメディアル 414.12//ヘイメ

空間図形 改訂版(モノグラフ:11) 宮原繁著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.4 711300166 リメディアル 414.6//クウカ

演習ベクトル解析 新版(演習数学ライブラリ:4)
寺田文行, 坂田

泩共著
サイエンス社 2012.12 711300679 開架図書 414.7//エンシ

ベクトル 3訂版(モノグラフ:[7]) 高橋正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1989.1 711300162 リメディアル 414.7//ベクト

ベクトル解析 : 電磁気学を題材にして(フロー式物理演

習シリーズ:1)
保坂淳著 共立出版 2013.1 711300657 開架図書 414.7//ベクト

幾何学 : 発見的研究法 改訂版(モノグラフ:[26]) 清宮俊雄著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.3 711300179 リメディアル 414//キカガ

軌跡と領域(モノグラフ:[10]) 山下正明著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1988.10 711300165 リメディアル 414//キセキ

計算幾何学(数理工学ライブラリー:1) 杉原厚吉著 朝倉書店 2013.6 711300693 開架図書 414//ケイサ

Mathematica確率 : 基礎から確率微分方程式まで

(Mathematica数学:2)
小林道正著 朝倉書店 2000.4 711301253 開架図書 417.1//MAT

応用のための確率論・確率過程(臨時別冊・数理科学.

SGCライブラリ:36)
松本裕行著 サイエンス社 2004.11 711300119 開架図書 417.1//オウヨ

確率(モノグラフ:[21]) 村上哲哉著

科学新興新社/

フォーラム・A

(発売)

1969.1 711300176 リメディアル 417.1//カクリ

カルマンフィルタの基礎
足立修一, 丸田

一郎共著

東京電機大学出

版局
2012.10 711300087 開架図書 417.1//カルマ

非線形カルマンフィルタ 片山徹著 朝倉書店 2011.11 711300052 開架図書 417.1//ヒセン

非線形カルマンフィルタ 片山徹著 朝倉書店 2011.11 711300277 開架図書 417.1//ヒセン

Excelによるブートストラップ法を用いたデータ解析 吉原健一著 培風館 2009.12 711300016 開架図書 417//EXC

あたらしい数理最適化 : Python言語とGurobiで解く
久保幹雄 [ほか]

共著
近代科学社 2012.11 711300705 開架図書 417//アタラ

基本統計学 新版 本田勝, 石田崇 産業図書 2009.4 711300020 開架図書 417//キホン

詳解演習確率統計(詳解演習ライブラリ:6) 前園宜彦著 サイエンス社 2010.11 711300061 開架図書 417//シヨウ

数理最適化の実践ガイド 穴井宏和著 講談社 2013.3 711300091 開架図書 417//スウリ

スバラシク実力がつくと評判の演習統計学キャンパ

ス・ゼミ

高杉豊, 馬場敬

之著
マセマ出版社 [2011.9] 711301312 開架図書 417//スバラ

スバラシク実力がつくと評判の統計学キャンパス・ゼ

ミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ

馬場敬之, 久池

井茂著
マセマ出版社 [2010.5] 711301322 開架図書 417//スバラ
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線形計画法の基礎と応用(シリーズオペレーションズ・

リサーチ:6)
坂和正敏著 朝倉書店 2012.3 711300033 開架図書 417//センケ

複雑ネットワークとその構造(連携する数学:4)

矢久保考介著/北

海道大学数学連

携研究センター

共立出版 2013.2 711300691 開架図書 417//フクザ

離散凸解析とゲーム理論(シリーズオペレーションズ・

リサーチ:3)
田村明久著 朝倉書店 2009.11 711300031 開架図書 417//リサン

離散凸解析と最適化アルゴリズム(数理工学ライブラ

リー:2)

室田一雄, 塩浦

昭義著
朝倉書店 2013.6 711300694 開架図書 417//リサン

はじめてのFreeMat (フリーマット)(I/O books) 赤間世紀著 工学社 2011.9 711300664 開架図書 418.1//ハジメ

すきになる高校物理 : 2時間で読めてマルっとわかる 橋元淳一郎著
学研教育出版/学

研マーケティン
2011.10 711300184 リメディアル 420//スキニ

橋元流解法の大原則 : 試験で点がとれる橋元淳一郎の物

理 [新課程版] 1(大学受験V(ヴイ)books)
橋元淳一郎著 学習研究社 [2004] 711300182 リメディアル 420//ハシモ//1

橋元流解法の大原則 : 試験で点がとれる橋元淳一郎の物

理 [新課程版] 2(大学受験V(ヴイ)books)
橋元淳一郎著 学習研究社 [2004] 711300183 リメディアル 420//ハシモ//2

物理学実験 2013年度版
加藤宏朗[ほか]

著

山形大学工学部

物理学講座
711300128 シラバス

420//ブツリ

//2013

もういちど読む数研の高校物理 第1巻 数研出版編集部 数研出版 2012.9- 711300105 リメディアル 420//モウイ//1

もういちど読む数研の高校物理 第2巻 数研出版編集部 数研出版 2012.9- 711300106 リメディアル 420//モウイ//2

黄泉の時空から : [著作権処理済み](NHK DVD)(NHKス

ペシャル. アインシュタインロマン:第1回)

NHKエンタープ

ライズ
c2010 741300019 視聴覚

421.08//アイン

//1

相対性理論 : 考える+翔ぶ! : [著作権処理済み](NHK

DVD)(NHKスペシャル. アインシュタインロマン:第2回)

NHKエンタープ

ライズ
c2010 741300020 視聴覚

421.08//アイン

//2

光と闇の迷宮 : ミクロの世界 : [著作権処理済み](NHK

DVD)(NHKスペシャル. アインシュタインロマン:第3回)

NHKエンタープ

ライズ
c2010 741300021 視聴覚

421.08//アイン

//3

時空 : 悪魔の方程式 : [著作権処理済み](NHK DVD)(NHK

スペシャル. アインシュタインロマン:第4回)

NHKエンタープ

ライズ
c2010 741300022 視聴覚

421.08//アイン

//4

E=mc[2] 隠された設計図 : [著作権処理済み](NHK

DVD)(NHKスペシャル. アインシュタインロマン:第5回)

NHKエンタープ

ライズ
c2010 741300023 視聴覚

421.08//アイン

//5

グラフィック講義相対論の基礎(ライブラリ物理学グラ

フィック講義:6)
和田純夫著 サイエンス社 2012.12 711300712 開架図書 421.2//グラフ

相対性理論がわかる : 天才アインシュタインの考え方に

迫る(ファーストブック)
高橋真聡著 技術評論社 2011.2 711300041 開架図書 421.2//ソウタ

グラフィック講義量子力学の基礎(ライブラリ物理学グ

ラフィック講義:5)
和田純夫著 サイエンス社 2012.4 711300710 開架図書 421.3//グラフ

相対論的量子力学(量子力学選書) 川村嘉春著 裳華房 2012.10 711300699 開架図書 421.3//ソウタ

単位が取れる量子力学ノート(単位が取れるシリーズ) 橋元淳一郎著 講談社 2004.5 711300593 開架図書 421.3//タンイ

「ファインマン物理学」を読む : 量子力学と相対性理論

を中心として
竹内薫著 講談社 2004.5 711300082 開架図書 421.3//フアイ

量子革命 : アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の

激突

マンジット・ク

マール[著]/青木

薫訳

新潮社 2013.3 711300015 開架図書 421.3//リヨウ

量子力学がわかる : 逐一数式の意味が解説され、思考の

筋道が理解できる入門書(ファーストブック)
伊東正人著 技術評論社 2010.7 711300040 開架図書 421.3//リヨウ

Integral transform techniques for Green's

function(Lecture notes in applied and computational

Kazumi

Watanabe
Springer c2014 711300740 開架図書 421.4//INT

スバラシク実力がつくと評判の統計力学キャンパス・

ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取

馬場敬之, 高杉

豊著
マセマ出版社 [2011.1] 711301318 開架図書 421.4//スバラ

独習独解物理で使う数学 : 完全版
Roel Snieder著/

井川俊彦訳
共立出版 2012.10 711300131 開架図書 421.5//ドクシ

物理学のための数学(Beret science) 一石賢著 ベレ出版 2012.1 711300014 開架図書 421.5//ブツリ

物理のためのベクトルとテンソル

ダニエル・フラ

イシュ [著]/河辺

哲次訳

岩波書店 2013.1 711300089 開架図書 421.5//ブツリ

物理学の数理 : ニュートン力学から量子力学まで(量子

数理シリーズ:3)
新井朝雄著 丸善出版 2012.9 711300090 開架図書 421.5//ブツリ

よくわかる物理数学の基本と仕組み : 物理、工学のため

の数学入門(How-nual図解入門)
潮秀樹著 秀和システム 2004.2 711300058 開架図書 421.5//ヨクワ

連続体力学の話法 : 流体力学、材料力学の前に 清水昭比古著 森北出版 2012.9 711300056 開架図書 423.1//レンゾ
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解析力学 : 工科系のための 河辺哲次著 裳華房 2012.11 711300060 開架図書 423.35//カイセ

スバラシク実力がつくと評判の解析力学キャンパス・

ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取
馬場敬之著 マセマ出版社 [2010.7] 711301319 開架図書 423.35//スバラ

微分形式による解析力学 改訂増補版
木村利栄, 菅野

礼司著
吉岡書店 1996.12 711300092 開架図書 423.35//ビブン

Mechanics of fluid flow

Kaplan S.

Basniev,

Nikolay M.

Dmitriev and

George V.

Chilingar/scienc

e / technical

editors, Misha

Gorfunkel , Amir

G. Mohammad

Wiley/Scrivener c2012 711300742 開架図書 423.8//MEC

単位が取れる流体力学ノート(単位が取れるシリーズ) 武居昌宏著 講談社 2011.3 711300594 開架図書 423.8//タンイ

例題でわかる基礎・演習流体力学
前川博, 山本誠,

石川仁著
共立出版 2005.9 711301295 開架図書 423.8//レイダ

渦運動の数理的諸相(連携する数学:2)

坂上貴之著/北海

道大学数学連携

研究センター編

共立出版 2013.3 711300692 開架図書 423.84//ウズウ

Maximaによる力学入門(I/O books)
赤間世紀著/第二

I/O編集部編
工学社 2011.8 711300644 開架図書 423//MAX

演習版・微積で解いて得する物理 : 力学/電磁気学がス

ラスラ解ける
細川貴英著 オーム社 2009.12 711300727 開架図書 423//エンシ

工科系の力学
滝本昇, 高橋醇

共著
森北出版 1987.4 711300017 開架図書 423//コウカ

質点系の力学 : ニュートンの法則から剛体の回転まで

(フロー式物理演習シリーズ:5)
岡真著 共立出版 2013.2 711300659 開架図書 423//シツテ

新・基礎力学演習(ライブラリ新・基礎物理学:別巻:1)
永田一清, 佐野

元昭, 轟木義一
サイエンス社 2012.11 711300680 開架図書 423//シンキ

「ファインマン物理学」を読む : 力学と熱力学を中心と 竹内薫著 講談社 2005.5 711300024 開架図書 423//フアイ

力学入門(ロボット・メカトロニクス教科書)
有本卓, 関本昌

紘共著
オーム社 2011.11 711300051 開架図書 423//リキガ

力学講義(新・数理科学ライブラリ. 物理学:2) 武末真二著 サイエンス社 2013.7 711300669 開架図書 423//リキガ

力学 1(初歩から学ぶ基礎物理学)
柴田洋一, 勝山

智男ほか著
大日本図書 2010.3 711300102 リメディアル 423//リキガ//1

力学 2(初歩から学ぶ基礎物理学)
柴田洋一, 勝山

智男ほか著
大日本図書 2010.3 711300103 リメディアル 423//リキガ//2

Advanced Vibrations : A Modern Approach Reza N. Jazar Springer c2013 711300133 開架図書 424//ADV

スバラシク実力がつくと評判の演習熱力学キャンパ

ス・ゼミ

高杉豊, 馬場敬

之著
マセマ出版社 [2010.5] 711301313 開架図書 426.5//スバラ

スバラシク実力がつくと評判の熱力学キャンパス・ゼ

ミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
馬場敬之著 マセマ出版社 [2013.9] 711301320 開架図書 426.5//スバラ

熱力学 : エントロピーを理解するために(フロー式物理

演習シリーズ:8)
佐々木一夫著 共立出版 2013.9 711300739 開架図書 426.5//ネツリ

万物を駆動する四つの法則 : 科学の基本,熱力学を究め

る

ピーター・アト

キンス著/斉藤隆

央訳

早川書房 2009.2 711300238 シラバス 426.5//バンブ

熱・波動(初歩から学ぶ基礎物理学)
柴田洋一, 勝山

智男ほか著
大日本図書 2010.3 711300181 リメディアル 426//ネツハ

大気圧プラズマ反応工学ハンドブック : 反応過程の基礎

とシミュレーションの実際

[神原信志編集代

表/大久保雅章,

佐藤岳彦, 野崎

智洋編集委員]

エヌ・ティー・

エス
2013.7 711300498 開架図書 427.6//タイキ

Spin Fluctuation Theory of Itinerant Electron

Magnetism(Springer tracts in modern physics :

Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften:253)

Yoshinori

Takahashi
Springer-Verlag 2013 711300389 開架図書 427.8//SPI

エッセンシャル電磁気学 : エネルギーで理解する
田口俊弘, 井上

雅彦共著
森北出版 2012.9 711300078 開架図書 427//エツセ
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基本から学ぶ電磁気学 岸野正剛 [著]
電気学会/オーム

社 (発売)
2008.7 711300064 開架図書 427//キホン

自然をみる目を育てる電磁気学の初歩 小田垣孝著 培風館 2012.11 711300221 シラバス 427//シゼン

スバラシク実力がつくと評判の演習電磁気学キャンパ

ス・ゼミ

高杉豊, 馬場敬

之著
マセマ出版社 [2009.9] 711301314 開架図書 427//スバラ

スバラシク実力がつくと評判の電磁気学キャンパス・

ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取

馬場敬之, 高杉

豊著
マセマ出版社 [2011.3] 711301321 開架図書 427//スバラ

電磁気・原子(初歩から学ぶ基礎物理学)
柴田洋一, 勝山

智男ほか著
大日本図書 2010.10 711300104 リメディアル 427//デンジ

電磁気学の基礎 1 太田浩一著 東京大学出版会 2012.3 711300037 開架図書 427//デンジ//1

電磁気学の基礎 2 太田浩一著 東京大学出版会 2012.3 711300038 開架図書 427//デンジ//2

「ファインマン物理学」を読む : 電磁気学を中心として

竹内薫著/講談社

サイエンティ

フィク編集

講談社 2004.10 711300083 開架図書 427//フアイ

Polymeric sensors and actuators : hbk(Polymer science

and plastics engineering)

Johannes Karl

Fink
Scrivener/Wiley c2013 711300369 開架図書 428.1//POL

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.1

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301278 開架図書 428.3//HAN//1

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.2

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301279 開架図書 428.3//HAN//2

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.3

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301280 開架図書 428.3//HAN//3

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.4

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301281 開架図書 428.3//HAN//4

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.5

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301282 開架図書 428.3//HAN//5

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.6

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301283 開架図書 428.3//HAN//6

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.7

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301284 開架図書 428.3//HAN//7

Handbook of liquid crystals Second , completely

revised and greatly enlarged edition vol.8

edited by John

W. Goodby ..[et

al.]

Wiley-VCH c2014 711301285 開架図書 428.3//HAN//8

Progress in liquid crystal science and technology : in

honor of Kobayashi's 80th birthday(Series on liquid

crystals:v. 4)

editors, Hoi-

Sing Kwok,

Sophie

Naemura, Hiap

World Scientific c2013 711301268 開架図書 428.3//PRO

基本から学ぶ電子物性 松本智 [著]
電気学会/オーム

社 (発売)
2011.7 711300065 開架図書 428.4//キホン

表面科学こと始め : 開拓者たちのひらめきに学ぶ(現代

表面科学シリーズ:1)

日本表面科学会

編
共立出版 2012.6 711300345 開架図書

428.4//ゲンダ

//1

表面科学の基礎(現代表面科学シリーズ:2) 日本表面科学会 共立出版 2013.6 711300390 開架図書 428.4//ゲンダ

表面物性(現代表面科学シリーズ:3) 日本表面科学会 共立出版 2012.10 711300341 開架図書 428.4//ゲンダ

表面新物質創製(現代表面科学シリーズ:4) 日本表面科学会 共立出版 2011.9 711300344 開架図書 428.4//ゲンダ

ひとの暮らしと表面科学(現代表面科学シリーズ:5) 日本表面科学会 共立出版 2011.7 711300348 開架図書 428.4//ゲンダ

化学便覧 第7版 応用化学編 1 日本化学会編 丸善出版 2014.1 711301162 辞書ハンドブック
430.3//カガク

//7-1

化学便覧 第7版 応用化学編 2 日本化学会編 丸善出版 2014.1 711301163 辞書ハンドブック
430.3//カガク

//7-2

The ACS style guide : effective communication of

scientific information 3rd ed

Anne M. Coghill,

Lorrin R.

Garson, editors

American

Chemical

Society/Oxford

University Press

2006 711300475 開架図書 430.7//ACS
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一般化学 3訂版
長島弘三, 富田

功共著
裳華房 2007.1 711300203 シラバス 430.7//イツパ

化学英語文献への誘い : 英語演習を通して化学を学ぶ
伊藤浩一, 蒲池

幹治共著
三共出版 2011.3 711300214 シラバス 430.7//カガク

岡野の化学をはじめからていねいに 新課程版 無機・有

機化学編(東進ブックス)
岡野雅司著 ナガセ 2005.3- 711300316 開架図書 430//オカノ

岡野の化学をはじめからていねいに 新課程版 理論化学

編(東進ブックス)
岡野雅司著 ナガセ 2005.3- 711300317 開架図書 430//オカノ

京大生が書いた高校化学 理論編(I/O books) 松本直樹著 工学社 2012.8- 711300725 リメディアル 430//キヨウ

京大生が書いた高校化学 基礎編(I/O books) 松本直樹著 工学社 2012.8- 711300726 リメディアル 430//キヨウ

高校の化学をイチからおさらいする本 : 忘れてしまった

人のための「復習トレーニング」付き 有機化学編
宇野正明著 中経出版 2006.1 711300101 リメディアル 430//コウコ

早わかり化学I : 二見太郎の超基礎理科塾(大学受験超基

礎シリーズ)
二見太郎著 学習研究社 2005.4 711300185 リメディアル 430//ハヤワ//1

早わかり化学II : 二見太郎の超基礎理科塾(大学受験超基

礎シリーズ)
二見太郎著 学習研究社 2007.11 711300186 リメディアル 430//ハヤワ//2

もう一度高校化学 : 化学I・化学IIがこの1冊でいっきに

わかる
吉野公昭著 日本実業出版社 2010.12 711300241 リメディアル 430//モウイ

Catalysis from A to Z : a concise encyclopedia 4th,

completely rev. and enl. ed v. 1

edited by Boy

Cornils ... [et al.]
Wiley-VCH c2013 711300745 開架図書

431.35//CAT//

1

Catalysis from A to Z : a concise encyclopedia 4th,

completely rev. and enl. ed v. 2

edited by Boy

Cornils ... [et al.]
Wiley-VCH c2013 711300746 開架図書

431.35//CAT//

2

Catalysis from A to Z : a concise encyclopedia 4th,

completely rev. and enl. ed v. 3

edited by Boy

Cornils ... [et al.]
Wiley-VCH c2013 711300747 開架図書

431.35//CAT//

3

Catalysis from A to Z : a concise encyclopedia 4th,

completely rev. and enl. ed v. 4

edited by Boy

Cornils ... [et al.]
Wiley-VCH c2013 711300748 開架図書

431.35//CAT//

4

気泡・ボイドの発生メカニズムと未然防止・除去技術 菅原隆企画編集 技術情報協会 2014.2 711301301 開架大型 431.83//キホウ

Multilayer thin films : sequential assembly of

nanocomposite materials 2nd, completely rev. and enl.

ed v. 1

edited by Gero

Decher, Joe

Schlenoff

Wiley-VCH c2012 711300750 開架図書
431.86//MUL//

1

Multilayer thin films : sequential assembly of

nanocomposite materials 2nd, completely rev. and enl.

ed v. 2

edited by Gero

Decher, Joe

Schlenoff

Wiley-VCH c2012 711300751 開架図書
431.86//MUL//

2

Organized organic ultrathin films : Fundamentals and

Applications

Edited by

Katsuhiko Ariga
Wiley-VCH c2013 711300749 開架図書 431.86//ORG

高分子化学 第5版 村橋俊介 [ほか] 共立出版 2007.9 711300771 開架図書 431.9//コウブ

Multifaceted development and application of

biopolymers for biology, biomedicine and

nanotechnology hbk.(Advances in polymer

science:254)

P.K. Dutta,

Joydeep Dutta,

editors/with

contributions by

A.K. Anal ... [et

al.]

Springer c2013 711300894 開架図書 431//ADV//254

Polyelectrolyte complexes in the dispersed and solid

state v. 1(Advances in polymer science:255-256)

Martin Müller,

editor/with

contributions by

C. Ankerfors ...

[et al.]

Springer c2014 711301085 開架図書 431//ADV//255

Polyelectrolyte complexes in the dispersed and solid

state v. 2(Advances in polymer science:255-256)

Martin Müller,

editor/with

contributions by

C. Ankerfors ...

[et al.]

Springer c2014 711301078 開架図書 431//ADV//256

Polyethylene and polypropylene(Advances in polymer

science:257. Polyolefins : 50 years after Ziegler and

Natta:1)

Walter

Kaminsky,

editor/with

contributions by

L.L. Böhm ... [et

Springer c2013 711301192 開架図書 431//ADV//257
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Polyolefins by metallocenes and other single-site

catalysis(Advances in polymer science:258. Polyolefins

: 50 years after Ziegler and Natta:2)

Walter

Kaminsky,

editor/with

contributions by

M. Anselm ... [et

Springer c2013 711301086 開架図書 431//ADV//258

Controlled polymerization and polymeric structures :

flow microreactor polymerization, micelles kinetics,

polypeptide ordering, light emitting

nanostructures(Advances in polymer science:259)

Akihiro Abe ...

[et al.],

editors/with

contributions by

Springer c2013 711301248 開架図書 431//ADV//259

Hierarchical macromolecular structures : 60 years after

the Staudinger Nobel Prize 1(Advances in polymer

science:261-262)

Virgil Percec,

editor
Springer c2013 711301249 開架図書 431//ADV//261

Hierarchical macromolecular structures : 60 years after

the Staudinger Nobel Prize 2(Advances in polymer

science:261-262)

Virgil Percec,

editor
Springer c2013 711301250 開架図書 431//ADV//262

宇宙一わかりやすい高校化学理論化学 船登惟希著

学研教育出版/学

研マーケティン

グ (発売)

2011.5 711300188 リメディアル 431//ウチユ

高分子合成化学実験Ⅰ・Ⅱ/光・電子材料工学実験Ⅰ・Ⅱ/高

分子物性工学実験Ⅰ・Ⅱ 2013年

山形大学工学部

機能高分子工学

科[編]

山形大学工学部

機能高分子工学

科

2012.4- 711300130 シラバス
431//コウブ

//2013

物理化学要論 第5版

Peter Atkins,

Julio de Paula

[著]/千原秀昭,

稲葉章訳

東京化学同人 2012.2 711300768 開架図書 431//ブツリ

環境と化学 : グリーンケミストリー入門 第2版
荻野和子, 竹内

茂彌, 柘植秀樹
東京化学同人 2009.3 711300216 シラバス 434//カンキ

Graphene : fundamentals and emergent applications
Jamie H.

Warner ... [et
Elsevier 2013 711300275 開架図書 435.6//GRA

Graphene : Synthesis, Properties, and Phenomena

edited by C. N.

R. Rao and A.

K. Sood

Wiley-VCH c2013 711300279 開架図書 435.6//GRA

炭素の物性と機能性 市村憲司著 三恵社 2009.12 711300423 開架図書 435.6//タンソ

宇宙一わかりやすい高校化学無機化学 船登惟希著 学研教育出版 2012.6 711300187 リメディアル 435//ウチユ

Study guide and student solutions manual : organic

chemistry 8th ed

John

McMurry/prepar

ed by Susan

McMurry

Brooks/Cole/東

京化学同人 (発

売)

2013,

c2012
711300466 シラバス 437.07//STU

Study guide and student solutions manual : organic

chemistry 8th ed

John

McMurry/prepar

ed by Susan

Brooks/Cole/東

京化学同人 (発

売)

2013,

c2012
711300467 シラバス 437.07//STU

Polymeric chiral catalyst design and chiral polymer

synthesis

edited by

Shinichi Itsuno
Wiley c2011 711300375 開架図書 437//POL

Protecting group chemistry(Oxford chemistry

primers:95)(Oxford science publications)

Jeremy

Robertson

Oxford

University Press
2000 711300542 開架図書 437//PRO

Protecting groups 3rd ed : gw pbk
Philip J.

Kocienski
Georg Thieme c2004 711300550 開架図書 437//PRO

単位が取れる有機化学ノート 小川裕司著 講談社 2005.5 711300595 開架図書 437//タンイ

有機化学 第8版 上
John McMurry著

/伊東椒 [ほか]
東京化学同人

2013.1-

2013.2
711300206 シラバス 437//ユウキ//1

有機化学 第8版 上
John McMurry著

/伊東椒 [ほか]
東京化学同人

2013.1-

2013.2
711300207 開架図書 437//ユウキ//1

有機化学 第8版 中
John McMurry著

/伊東椒 [ほか]
東京化学同人

2013.1-

2013.2
711300208 シラバス 437//ユウキ//2

有機化学 第8版 中
John McMurry著

/伊東椒 [ほか]
東京化学同人

2013.1-

2013.2
711300209 開架図書 437//ユウキ//2

有機化学 第8版 下
John McMurry著

/伊東椒 [ほか]
東京化学同人

2013.1-

2013.2
711300210 シラバス 437//ユウキ//3

有機化学 第8版 下
John McMurry著

/伊東椒 [ほか]
東京化学同人

2013.1-

2013.2
711300211 開架図書 437//ユウキ//3
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天文宇宙検定公式問題集 : 天文宇宙博士 : 1級 2012-

2013年

天文宇宙検定委

員会編
恒星社厚生閣 2012.7 711300882 資格＆就活

440.79//テンモ

//2012/2013

星空博士 2013-2014年版(天文宇宙検定公式テキスト:3

級)

天文宇宙検定委

員会編
恒星社厚生閣 2011.6- 711300887 資格＆就活

440.79//テンモ

//2013/2014

銀河博士 2013-2014年(天文宇宙検定公式テキスト:2級)
天文宇宙検定委

員会編
恒星社厚生閣 2011.8- 711300888 資格＆就活

440.79//テンモ

//2013/2014
次の巨大地震をつかめ人類の果てしなき闘い : 販売専用

(NHK DVD. NHKは何を伝えてきたか/NHKスペシャル

/Megaquake : 巨大地震:第1回)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2010.6 741300012 視聴覚 453//MEG//1

Kobe15秒の真実そのとき地下で何が : 販売専用(NHK

DVD. NHKは何を伝えてきたか/NHKスペシャル

/Megaquake : 巨大地震:第2回)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2010.6 741300013 視聴覚 453//MEG//2

いま日本の地下で何が起きているのか : 販売専用(NHK

DVD. NHKは何を伝えてきたか/NHKスペシャル

/Megaquake : 巨大地震)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.9 741300016 視聴覚 453//MEG//2-1

津波はどこまで巨大化するのか : 販売専用(NHK DVD.

NHKは何を伝えてきたか/NHKスペシャル/Megaquake :

巨大地震)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.9 741300017 視聴覚 453//MEG//2-2

"大変動期"最悪のシナリオに備えろ : 販売専用(NHK

DVD. NHKは何を伝えてきたか/NHKスペシャル

/Megaquake : 巨大地震)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2012.9 741300018 視聴覚 453//MEG//2-3

巨大都市 (メガシティ) を未知の揺れが襲う長周期地震

動の脅威 : 販売専用(NHK DVD. NHKは何を伝えてきた

か/NHKスペシャル/Megaquake : 巨大地震:第3回)

NHKエンタープ

ライズ (発行・

販売)

2010.6 741300014 視聴覚 453//MEG//3

Tsunami襲来の悪夢 : 販売専用(NHK DVD. NHKは何を

伝えてきたか/NHKスペシャル/Megaquake : 巨大地震:

NHKエンタープ

ライズ (発行・
2010.6 741300015 視聴覚 453//MEG//4

X線解析入門 第3版
角戸正夫, 笹田

義夫著
東京化学同人 1993.10 711300269 シラバス 459.9//Xセン

もういちど読む数研の高校生物 第1巻
嶋田正和, 数研

出版編集部編著
数研出版 2012.9- 711300107 リメディアル 460//モウイ//1

もういちど読む数研の高校生物 第2巻
嶋田正和, 数研

出版編集部編著
数研出版 2012.9- 711300108 リメディアル 460//モウイ//2

進化のダイナミクス : 生命の謎を解き明かす方程式
Martin A. Nowak

著
共立出版 2008.2 711300035 開架図書 461.9//シンカ

Comparative biomechanics : life's physical world 2nd

ed.

Steven

Vogel/illustrated

by Annette

deFerrari

Princeton

University Press
c2013 711301116 開架図書 464.9//COM

新バイオの扉 : 未来を拓く生物工学の世界 池田友久編集代 裳華房 2013.6 711300698 開架図書 464//シンバ

生物に学ぶものづくり : スーパーからくりの世界を活か 尾田十八著 養賢堂 2012.5 711300093 開架図書 464//セイブ

新・微生物学(バイオテクノロジーテキストシリーズ) 別府輝彦著 講談社 2012.3 711300233 シラバス 465//シンビ

電気殺菌による微生物制御 : 海洋プラントから食品・医

薬品工場まで

エヌ・ティー・

エス
1999.11 711300499 開架図書 465//デンキ

Iceman autopsy : 著作権処理済(National

geographic:special)

producer and

director, David

Murdock,

Brando

Quilici/produced

by HD

Productions in

association with

National

Geographic

日経ナショナル

ジオグラフィッ

ク社 [distributor]

[2012],

c2011
741300034 視聴覚 469.2//アイス

Sex in the stone age : 著作権処理済(National

geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300038 視聴覚 469.2//ナゾノ

わたしたちの体は寄生虫を欲している(飛鳥新社ポピュ

ラーサイエンス)

ロブ・ダン著/野

中香方子訳
飛鳥新社 2013.8 711300785 開架図書 469.2//ワタシ

旅はアフリカからはじまった(NHK DVD. NHKスペシャ

ル/ヒューマン:第1集)

NHKエンタープ

ライズ
2012.6 741300008 視聴覚 469//ヒユマ//1

17 / 30 ページ



書名 著者名 出版者 出版日 資料ID 所在 請求記号

グレートジャーニーの果てに(NHK DVD. NHKスペシャ

ル/ヒューマン:第2集)

NHKエンタープ

ライズ
2012.6 741300009 視聴覚 469//ヒユマ//2

大地に種をまいたとき(NHK DVD. NHKスペシャル/

ヒューマン:第3集)

NHKエンタープ

ライズ
2012.6 741300010 視聴覚 469//ヒユマ//3

そしてお金が生まれた(NHK DVD. NHKスペシャル/

ヒューマン:第4集)

NHKエンタープ

ライズ
2012.6 741300011 視聴覚 469//ヒユマ//4

植物はすごい : 生き残りをかけたしくみと工夫(中公新

書:2174)
田中修著 中央公論新社 2012.7 711301152 新書・文庫本 471.3//シヨク

Winged seduction : birds of paradise : 著作権処理済

(National geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300043 視聴覚 488//ゴクラ

マウスの断面解剖アトラス 第4版

岩城隆昌, 山下

廣, 早川敏之共

著

アドスリー/丸善

出版株式会社(発

売)

2012.5 711300371 開架大型 490.76//マウス

ラットの断面解剖アトラス International ed
早川敏之, 岩城

隆昌共著

アドスリー/丸善

株式会社出版事

業部 (発売)

2008.5 711300372 開架大型 490.76//ラツト

Comparative anatomy and histology : a mouse and

human atlas hbk.

edited by Piper

M. Treuting,
Academic 2011 711300431 開架大型 491.1//COM

最新カラー組織学

L.P. ガートナー,

J.L. ハイアット

著/井関尚一 [ほ

か] 訳

西村書店 2003.4 711300357 開架図書 491.11//サイシ

標準組織学 第4版 各論
藤田尚男, 藤田

恒夫共著
医学書院

2002-

2010
711300358 開架図書 491.11//ヒヨウ

生体機械工学入門 橋本成広著 コロナ社 2013.5 711300688 開架図書 491.3//セイタ

バイオメカニクスの最前線(機械工学最前線:7)
日本機械学会編/

佐藤正明 [ほか]
共立出版 2013.2 711300080 開架図書 491.36//バイオ

バイオメカニクス入門 林紘三郎著 コロナ社 2013.4 711300647 開架図書 491.36//バイオ

力学の基礎とバイオメカニクス 山田宏著 コロナ社 2012.4 711300068 開架図書 491.36//リキガ

読影の基礎 : 診療画像技術学のための問題集 第3版
読影の基礎編集

委員会編
共立出版 2011.3 711300678 開架図書 492.1//ドクエ

病気が逃げていくふくらはぎ力 : もんで鍛えて自然治癒

力を引き出す

小池弘人, 市野

さおり著
世界文化社 2011.6 711301160 開架図書 492.7//ビヨウ

組織工学(再生医療叢書:2)

岡野光夫, 大和

雅之編集/[荏原

充宏ほか執筆]

朝倉書店 2013.3 711300883 開架図書
492.8//サイセ

//2

磁気の医療応用研究の動向(電気学会技術報告:第1260号

(A部門))

磁気応用による

医療へのシーズ

技術調査専門委

電気学会 2012.9 711300432 開架大型 492.8//ジキノ

Microcirculation in Fractal Branching Networks
Tatsuhisa

Takahashi

Tokyo ;

2014
711301273 開架図書 493.2//MIC

アフォーダンスの視点から乳幼児の育ちを考察 佐々木正人 [著] 小学館 2008.11 711300959 開架図書 493.91//アフオ

口唇裂口蓋裂の総合治療 : 成長に応じた諸問題の解決

改訂第2版
森口隆彦編著 克誠堂 2003.10 711300248 開架大型 496.8//コウシ

インプラント周囲炎

Stefan Renvert,

Jean-Louis

Giovannoli著

クインテッセン

ス出版
2013.6 711301095 開架大型 497.5//インプ

科学的根拠から学ぶインプラント外科学 ベーシック編 古賀剛人著
クインテッセン

ス出版

2003.5-

2007.10
711301136 開架大型

497.5//カガク

//1

よくわかる口腔インプラント学 2版 赤川安正 [ほか] 医歯薬出版 2011.1 711301094 開架図書 497.5//ヨクワ

奇跡の呼吸力 : 心身がよみがえるトレーニング(ちくま

新書:1021)
有吉与志恵著 筑摩書房 2013.7 711301145 新書・文庫本 498.3//キセキ

疲れない体をつくる免疫力(知的生きかた文庫:あ34-1) 安保徹著 三笠書房 2010.9 711301144 新書・文庫本 498.3//ツカレ

「捨てる力」がストレスに勝つ(集英社文庫) 斎藤茂太著 集英社 2007.12 711301251 新書・文庫本 498.39//ステル

食品分野における非加熱殺菌技術
[五十部誠一郎ほ

か執筆]

エヌ・ティー・

エス
2013.11 711300970 開架図書 498.54//シヨク

機械工学のための数学(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)
2013.8 711300663 開架大型 501.1//キカイ
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ダイナミカルシステムの数理 応用

山本鎭男編著/曽

根彰, 芦野隆一,

守本晃著

共立出版
1999.6-

1999.7
711300023 開架図書 501.1//ダイナ

ダイナミカルシステムの数理 基礎

山本鎭男編著/曽

根彰, 芦野隆一,

守本晃著

共立出版
1999.6-

1999.7
711300057 開架図書 501.1//ダイナ

LabVIEW2010プログラミングガイド

Robert H.Bishop

著/長尾高弘, ア

スキーハイエン

ド書籍編集部訳

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

2011.3 711300352 開架図書 501.22//LAB

応用センサ工学(ロボティクスシリーズ:5)

川村貞夫編著/下

ノ村和弘 [ほか]

共著

コロナ社 2012.9 711300122 開架図書 501.22//オウヨ

図解LabVIEW入門 : 計測制御システムはこうしてでき 小澤哲也著 森北出版 2012.10 711300071 開架図書 501.22//ズカイ

センサの基本と実用回路(計測・制御テクノロジーシ

リーズ:3)

中沢信明, 松井

利一, 山田功共

著/計測自動制御

コロナ社 2012.5 711300047 開架図書 501.22//センサ

ヒトに優しい次世代センサ(電気学会技術報告:第1261号

(D部門))

高度センサ応用

による人間中心

システムの協同

研究委員会編

電気学会 2012.9 711300433 開架大型 501.22//ヒトニ

2012 IEEE International Ultrasonics Symposium :

Dresden, Germany, 7-10 October 2012 p. 1-762
IEEE c2012 711300899 1Fレファレンス

501.24//IEE//2

012-1

2012 IEEE International Ultrasonics Symposium :

Dresden, Germany, 7-10 October 2012 p. 763-1595
IEEE c2012 711300900 1Fレファレンス

501.24//IEE//2

012-2

2012 IEEE International Ultrasonics Symposium :

Dresden, Germany, 7-10 October 2012 p. 1596-2419
IEEE c2012 711300901 1Fレファレンス

501.24//IEE//2

012-3

2012 IEEE International Ultrasonics Symposium :

Dresden, Germany, 7-10 October 2012 p. 2420-3131
IEEE c2012 711300902 1Fレファレンス

501.24//IEE//2

012-4

熱エネルギー高効率利用 : 蓄熱と熱電変換(TRC R&D

library)

東レリサーチセ

ンター調査研究

東レリサーチセ

ンター調査研究
2009.12 711300398 開架大型 501.26//ネツエ

例題で学ぶ伝熱工学 小山敏行著 森北出版 2012.10 711300077 開架図書 501.26//レイダ

わかりやすい熱力学 第3版
一色尚次, 北山

直方共著
森北出版 2012.10 711300076 開架図書 501.26//ワカリ

可視化入門(計算力学レクチャーコース)

日本計算工学会

編/宮地英生, 荒

木文明, 鈴木喜

丸善出版 2013.1 711300703 開架図書 501.3//カシカ

計算力学(大学院情報理工学:3)
伊藤耿一 [ほか]

編著
講談社 2000.3 711300737 開架図書 501.3//ケイサ

トポロジー最適化(計算力学レクチャーコース)

西脇眞二, 泉井

一浩, 菊池昇著/

日本計算工学会

丸善出版 2013.1 711300704 開架図書 501.3//トポロ

ベクトル解析からはじめる固体力学入門 岡部朋永著 コロナ社 2013.3 711300067 開架図書 501.3//ベクト

みずから学ぶ固体と流体の力学 : 基礎方程式とグリーン 渡辺一実著 固体の力学研究 2013.2 741300001 視聴覚 501.3//ミズカ

Fracture mechanics
C.T. Sun, Z.-H.

Jin
Academic Press c2012 711300741 開架図書 501.32//FRA

基礎から学べる材料力学 伊藤勝悦著 森北出版 2011.9 711300074 開架図書 501.32//キソカ

材料力学(ビジュアルアプローチ)
石田良平, 秋田

剛共著
森北出版 2011.1 711300075 開架図書 501.32//ザイリ

図解はじめての固体力学 : 弾性, 塑性, 粘弾性 有光隆著 講談社 2010.12 711300084 開架図書 501.32//ズカイ

図解はじめての材料力学 荒井政大著 講談社 2012.7 711300652 開架図書 501.32//ズカイ

破壊力学大系 : 壊れない製品設計へ向けて

服部敏雄編集代

表/川田宏之 [ほ

か] 編集委員

エヌ・ティー・

エス
2012.2 711300120 開架図書 501.32//ハカイ

フェーズフィールド法入門(計算力学レクチャーコース)

日本計算工学会

編/小山敏幸, 高

木知弘著

丸善出版 2013.4 711300702 開架図書 501.32//フエズ

フェーズフィールド法 : 数値シミュレーションによる材

料組織設計

高木知弘, 山中

晃徳共著
養賢堂 2012.3 711300708 開架図書 501.32//フエズ
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塑性力学の基礎 : 初等解析から有限要素法まで 青木勇 [ほか] 共 産業図書 1996.3 711300229 シラバス 501.33//ソセイ

例題で学ぶはじめての塑性力学
日本塑性加工学

会編
森北出版 2009.5 711300232 シラバス 501.33//レイダ

図解設計技術者のための有限要素法はじめの一歩 栗崎彰著 講談社 2012.1 711300645 開架図書 501.34//ズカイ

Diffusion in nanoporous materials v. 1

Jörg Kärger,

Douglas M.

Ruthven and

Doros N.

Theodorou

Wiley-VCH c2012 711300743 開架図書 501.4//DIF//1

Diffusion in nanoporous materials v. 2

Jörg Kärger,

Douglas M.

Ruthven and

Doros N.

Theodorou

Wiley-VCH c2012 711300744 開架図書 501.4//DIF//2

革新機能材料の開発と応用展開 : 粘土鉱物, ナノシート,

メソ孔シリカと有機系層状材料を利用して(新材料・新

素材シリーズ)

笹井亮, 高木克

彦監修

シーエムシー出

版
2012.5 711300909 開架図書 501.4//カクシ

固体材料設計化学 : 講義プリント集 2013年版 [山形大学工学 [山形大学工学 [2013] 711300770 シラバス 501.4//コタイ

Advanced materials science and engineering of carbon

: hbk.

by Michio

Inagaki ... [et

al.]

Tsinghua

University

Press/Butterwor

th-Heinemann

c2014 711300958 開架図書 501.48//ADV

グラフェン・イノベーション : 電子デバイスを変えるナ

ノカーボン材料革命

野澤哲生, 大下

淳一編

日経BP社/日経

BPマーケティン

グ(発売)

2011.2 711300908 開架大型 501.48//グラフ

新・炭素材料入門 炭素材料学会編 リアライズ社 1996.9 711300353 開架大型 501.48//シンタ

最新の炭素材料実験技術 物性・材料評価編 炭素材料学会編 サイペック 2001.11 711300354 開架大型 501.5//サイシ

最新の炭素材料実験技術 分析・解析編 炭素材料学会編 サイペック 2001.11 711300355 開架大型 501.5//サイシ

エネルギーを巡る課題と対応/エネルギー動向/平成24年

度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概

況(エネルギー白書:2013年版)

経済産業省編

新高速印刷/全国

官報販売協同組

合 (発売)

2013.8 711300911 辞書ハンドブック 501.6//エネル

エネルギー変換論入門 小澤守 [ほか] 共 コロナ社 2013.5 711300941 開架図書 501.6//エネル

なぜ東大は30%の節電に成功したのか?(経営者新

書:017)
江崎浩著

幻冬舎メディア

コンサルティン

グ/幻冬舎 (発売)

2012.3 711300942 新書・文庫本 501.6//ナゼト

人と機械の共生のデザイン : 「人間中心の自動化」を探

る
稲垣敏之著 森北出版 2012.12 711300709 開架図書 501.8//ヒトト

人の考え方に最も近いデータ解析法 : ラフ集合が意思決

定を支援する

森典彦, 森田小

百合共著
海文堂出版 2013.8 711300701 開架図書 501.8//ヒトノ

不便から生まれるデザイン : 工学に活かす常識を超えた

発想(DOJIN選書:42)
川上浩司著 化学同人 2011.9 711300034 開架図書 501.8//フベン

マルチメディア 2013(JISハンドブック:66-2) 日本規格協会編 日本規格協会 2004- 711300242 開架図書 501//JIS//66-2

Cの科学と技術 : 炭素材料の不思議(シリーズ21世紀の

エネルギー:5)

白石稔 [ほか] 共

著
コロナ社 2002.9 711300350 開架図書

501//シリーズ

//5

The link : from swords to spyplanes : 著作権処理済

(National geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300044 視聴覚 502//リンク

イノベーションの基盤となる科学技術(科学技術白書:平

成25年版)
文部科学省編

松枝印刷/全国官

報販売協同組合

(発売)

2013.6 711300943 辞書ハンドブック
505//カガク

//2013

MITメディアラボ : 魔法のイノベーション・パワー
フランク・モス

著/千葉敏生訳
早川書房 2012.8 711300026 開架図書 507.6//MIT

理数系のための技術英語練習帳 : さらなる上達を目指し 金谷健一著 共立出版 2012.3 711300676 開架図書 507.7//リスウ

「Kinect」×「Mindstorms NXT」「ロボット」プログラ

ミング : 4種の「センサ情報」で「ロボット」を動か

す!(I/O books)

軽部禎文, 馬場

一行著
工学社 2013.5 711300734 開架図書 507.9//KIN

技術士第二次試験「機械部門」対策と問題予想
大原良友著/福田

遵監修
日刊工業新聞社 2013.3 711300381 資格＆就活 507//ギジユ

大学講義技術者の倫理入門 第4版
杉本泰治, 高城

重厚著
丸善 2008.12 711300383 開架図書 507//ダイガ
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Excelによる生産管理 : 需要予測,在庫管理からJITまで

(シリーズオペレーションズ・リサーチ:4)
大野勝久著 朝倉書店 2011.3 711300032 開架図書 509.6//EXC

革新のための7つの手法 : ものづくりの教科書(日経もの

づくりの本)

日経ものづくり

編集

日経BP社/日経

BP出版センター

(発売)

2006.8 711300364 シラバス 509.6//カクシ

工科系のためのシステム工学 : 力学・制御工学
山本郁夫, 滝本

隆著
共立出版 2013.1 711300689 開架図書 509.6//コウカ

納期見積りと生産スケジューリング : 受注生産状況下で

の情報共有と連携(サプライチェーンマネジメント講
黒田充著 朝倉書店 2011.10 711300044 開架図書

509.6//サプラ

//1

内示情報と生産計画 : 持続可能な社会における先行需要

情報の活用(サプライチェーンマネジメント講座:2)
上野信行著 朝倉書店 2011.9 711300046 開架図書

509.6//サプラ

//2

生産・発注の平準化 : SCMを成功に導く理論的背景(サ

プライチェーンマネジメント講座:3)
田村隆善著 朝倉書店 2011.9 711300045 開架図書

509.6//サプラ

//3

企業間の戦略的提携 : マルチエージェント交渉による次

世代SCM(サプライチェーンマネジメント講座:4)

貝原俊也, 谷水

義隆, 西竜志著
朝倉書店 2011.9 711300042 開架図書

509.6//サプラ

//4

サプライチェーン最適化の新潮流 : 統一モデルからリス

ク管理・人道支援まで(サプライチェーンマネジメント
久保幹雄著 朝倉書店 2011.9 711300021 開架図書

509.6//サプラ

//5

サプライチェーンの最適運用 : かんばん方式を超えて

(サプライチェーンマネジメント講座:6)
大野勝久著 朝倉書店 2011.10 711300043 開架図書

509.6//サプラ

//6

例題で学ぶ品質管理 谷口博 [ほか] 共 森北出版 2012.1 711300073 開架図書 509.66//レイダ

環境の科学 : 人間の活動は自然環境に何をもたらすか

新訂

中田昌宏, 松本

信二著
三共出版 2008.4 711300293 シラバス 519//カンキ

日本の町並み250 : 重要伝統的建造物群保存地区をすべ

て収録

ウエスト・パブ

リッシング著
山と溪谷社 2013.7 711301098 開架図書 521.86//ニホン

ニッポンの塔 : タワーの都市建築史(河出ブックス:043) 橋爪紳也著 河出書房新社 2012.5 711301245 開架図書 523.1//ニツポ

元勲・財閥の邸宅(JTBキャンブックス. 文学歴史:26)
鈴木博之編著/和

田久士写真

JTBパブリッシ

ング
[2007.2] 711301254 開架図書

527.021//ゲン

ク

機械工学キーワード120

機械工学キー

ワード120編集

委員会編

コロナ社 2012.3 711300069 開架図書 530//キカイ

熱エネルギーシステム 第2版(機械システム入門シリー

ズ:10)

加藤征三編著/義

家亮 [ほか] 著
共立出版 2013.2 711300081 開架図書

530//キカイ

//10

先端事例から学ぶ機械工学 : 実践/基礎連動型ハイブ

リッド講座テキスト 増訂版
日本機械学会著

日本機械学会/丸

善出版 (発売)
2013.1 711300729 開架大型 530//センタ

マイクロマシンと材料技術 普及版(CMC books) 林輝監修 シーエムシー 1999.12 711300368 シラバス 530//マイク

動的システム入門(工学系の数学入門. 振動論と制御理

論 : 短期集中:続)
吉田勝俊著 日本評論社 2013.4 711300648 開架図書

531.18//シンド

//2

Handbook of compliant mechanisms cloth

edited by Larry

Howell, Spencer

P. Magleby,

Brian M. Olsen

Wiley 2013 711300573 開架図書 531.3//HAN

複合領域シミュレーションのための電気・機械系の力

学

長松昌男, 長松

昭男共著

長松昌男/コロナ

社 (発売)
2013.1 711300094 開架図書 531.3//フクゴ

Polymer adhesion, friction, and lubrication
edited by

Hongbo Zeng
Wiley c2013 711300370 開架図書 531.8//POL

はじめてのトライボロジー

佐々木信也 [ほ

か] 著/講談社サ

イエンティフィ

講談社 2013.5 711300653 開架図書 531.8//ハジメ

自己組織機械システムの設計論
村田智, 黒河治

久著
オーム社 2009.9 711300054 開架図書 531.9//ジコソ

機械工作実習テキスト [2013]
[山形大学工学部

機械工場]

[山形大学工学部

機械工場]
711300129 シラバス 532//キカイ

2級ボイラー技士合格教本 : 覚えるべきポイントがわか

る!豊富なイラストと写真で理解度アップ!

ボイラー技士

ドットコム著
技術評論社 2013.3 711300884 資格＆就活 533.33//2キユ

二級ボイラー技士試験 : スピード仕上げ必勝問題集 南雲健治編 オーム社 2012.10 711300906 資格＆就活 533.33//ニキユ

ボイラー技士過去問題・解答解説集 2013年4月版
TAKARA

license
2013.4 711300881 資格＆就活

533.33//ボイラ

//2013/04

動力発生学 : エンジンのしくみから宇宙ロケットまで

(機械工学テキストシリーズ:3)

小口幸成, 神本

武征編著/大西晃

[ほか] 著

朝倉書店 2013.5 711300695 開架図書 533//ドウリ
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演習流体力学(JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会著
日本機械学会/丸

善出版 (発売)
2012.5 711300274 シラバス 534.1//エンシ

体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ 第2版
神崎洋治, 西井

美鷹著

日経BPソフトプ

レス/日経BP出

版センター (発

2009.2 711300397 シラバス 535.85//タイケ

手巻きウインチの設計 第3版 機械設計研究会 理工学社 2013.3 711300767 開架図書 537.1//テマキ

カー・ロボティクス 第2版
永井正夫, ポン

サトーン・ラク

ZMPパブリッシ

ング
2010.12 711300733 開架図書 537.8//カロボ

The Mini : 著作権処理済(National geographic. Mega

factories)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300040 視聴覚 537.92//MIN

Aston Martin : 著作権処理済(National geographic. Mega

factories)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300033 視聴覚 537.92//アスト

ポルシェパナメーラ : スーパー・ファクトリーのすべて

(National geographic. Mega factories)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300035 視聴覚 537.92//ポルシ

Maserati : Ultimate factories : 著作権処理済(National

geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300030 視聴覚 537.92//マセラ

自動車用ガソリンエンジン : 研究開発技術者の基礎と実

際 新訂
村中重夫編著 養賢堂 2011.3 711300125 開架図書 537//ジドウ

ボーイング747 : 進化を支える製造現場 : 著作権処理済

(National geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300039 視聴覚 538.68//ボイン

Eurofighter : 著作権処理済(National geographic. Mega

factories)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300031 視聴覚 538.7//ユロフ

第1種放射線取扱主任者試験マスター・ノート 第2版 福士政広編集 メジカルビュー 2011.12 711300885 資格＆就活 539.6//ダイ1

第1種放射線取扱主任者試験重要問題集中トレーニング 福士政広編集 メジカルビュー 2012.4 711300886 資格＆就活 539.6//ダイ1

放射線取扱主任者試験問題集 2013年版 : 第1種 通商産業研究社 1979- 711300907 資格＆就活
539.6//ホウシ

//2013-1

電気工学ハンドブック 第7版 電気学会編 オーム社 2013.9 711300761 辞書ハンドブック 540.3//デンキ

電気電子系学生のための英語処方 : 論文執筆から口頭発

表のテクニックまで
馬場吉弘著

電気学会/オーム

社 (発売)
2013.1 711300651 開架図書 540.7//デンキ

電気電子工学実験Ⅰ,Ⅱ,Ⅲテキスト 改訂2版(2)
山形大学工学部

電気電子工学科

山形大学工学部

電気電子工学科
2013.4 711300127 シラバス 540//デンキ

回路とシステム(series電気・電子・情報系:10) 浜田望著 共立出版 2006.9 711300123 開架図書 541.1//カイロ

基本から学ぶ電気回路 藤井信生著
電気学会/オーム

社 (発売)
2011.12 711300066 開架図書 541.1//キホン

線形回路解析入門 鈴木五郎著 共立出版 2012.9 711300070 開架図書 541.1//センケ

入門モーター工学 : インバータで駆動するこれからの

モーターのしくみ
森本雅之著 森北出版 2013.2 711300684 開架図書 542.13//ニユウ

原発とメディア : 新聞ジャーナリズム2度目の敗北 上丸洋一著 朝日新聞出版 2012.9 711300394 開架図書 543.5//ゲンパ

3・11責任のありか(原発とメディア:2)

朝日新聞「原発

とメディア」取

材班著

朝日新聞出版 2013.7 711300442 開架図書
543.5//ゲンパ

//2

明かされなかった福島原発事故の真実(プロメテウスの

罠:[1])

朝日新聞特別報

道部著

学研パブリッシ

ング/学研マーケ

ティング (発売)

2012.3 711300395 開架図書
543.5//プロメ

//1

検証! 福島原発事故の真実(プロメテウスの罠:2)

学研パブリッシ

ング/学研マーケ

ティング (発売)

2012.7 711300396 開架図書
543.5//プロメ

//2

福島原発事故、新たなる真実(プロメテウスの罠:3)
朝日新聞特別報

道部著

学研パブリッシ

ング/学研マーケ

ティング (発売)

2013.2 711300403 開架図書
543.5//プロメ

//3

徹底究明! 福島原発事故の裏側(プロメテウスの罠:4)
朝日新聞特別報

道部著

学研パブリッシ

ング/学研マーケ

ティング (発売)

2013.4 711300404 開架図書
543.5//プロメ

//4

やさしい信号処理 : 原理から応用まで 三谷政昭著 講談社 2013.8 711300666 開架図書 547.1//ヤサシ

レコーディング技法入門 新版 若林駿介著 オーム社 1993.6 711300626 開架図書 547.33//レコデ

Facebook perfect guidebook 2013年改訂版
森嶋良子, 鈴木

麻里子, 田口和
ソーテック社 2013.1 711300308 開架図書 547.48//FAC

Understanding data communications 7th ed Gilbert Held Addison-Wesley c2002 711300388 開架図書 547.48//UND
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インターネット・サイエンスの歴史人物館 : 情報通信技

術の礎を築いた科学者たち
岩山知三郎著

インプレス

R&D/インプレ

スコミュニケー

ションズ (発売)

2012.10 711300619 開架図書 547.48//インタ

インターネットの思想史 喜多千草著 青土社 2003.3 711300635 開架図書 547.48//インタ

起源のインターネット 喜多千草著 青土社 2005.6 711300633 開架図書 547.48//キゲン

教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史

教科書(NT2X)
ばるぼら著 翔泳社 2005.5 711300618 開架図書 547.48//キヨウ

世界一わかりやすい!Facebookページ作成&運営ガイド

: コレだけ!技

小川實慧, リン

クアップ著
技術評論社 2013.2 711300309 開架図書 547.48//セカイ

よくわかる地上デジタル放送 : 2011年7月25日テレビが

変わる日
河村正行著 電波新聞社 2007.3 711300271 シラバス 547.8//ヨクワ

Digital communications pbk.
Ian Glover,

Peter Grant
Prentice Hall 1998 711300444 開架図書 547//DIG

NS2によるネットワークシミュレーション入門 : 有線か

らワイヤレスアドホックネットワークまで
水野秀樹著 森北出版 2011.9 711300245 開架図書 547//NS2

コンピューター200年史 : 情報マシーン開発物語

M.キャンベル‐

ケリー, W.アス

プレイ著/山本菊

海文堂出版 1999.10 711300617 開架図書 548.2//コンピ

チューリングの大聖堂 : コンピュータの創造とデジタル

世界の到来

ジョージ・ダイ

ソン著/吉田三知

世訳

早川書房 2013.2 711300422 開架図書 548.2//チユリ

Inkjet-based micromanufacturing(Advanced micro &

nanosystems:v. 9)

edited by Jan G.

Korvink, Patrick

J. Smith, Dong-

Youn Shin

Wiley-VCH c2012 711300947 開架図書 548.25//INK

LMIによるシステム制御 : ロバスト制御系設計のための

体系的アプローチ
蛯原義雄著 森北出版 2012.3 711300072 開架図書 548.3//LMI

Maximaで解く古典制御&現代制御(I/O books) 浪花智英著 工学社 2012.11 711300660 開架図書 548.3//MAX

「Scilab」&「Xcos」で学ぶ現代制御 : グラフィカルな

シミュレーションツールを活用!(I/O BOOKS)

多田和也著/I O

編集部編集
工学社 2013.8 711300700 開架図書 548.3//SCI

演習で学ぶディジタル制御 森泰親著 森北出版 2012.7 711300059 開架図書 548.3//エンシ

教えやすく学びやすい制御工学ノート 高橋宏治著 昭晃堂 2012.11 711300667 開架図書 548.3//オシエ

基礎から実践まで理解できるロボット・メカトロニク

ス

山本郁夫, 水井

雅彦著
共立出版 2012.4 711300132 開架図書 548.3//キソカ

基礎制御工学(電気・電子工学ライブラリ:UKE-D5) 松瀬貢規著
数理工学社/サイ

エンス社 (発売)
2013.6 711300668 開架図書 548.3//キソセ

高校数学でマスターする制御工学 : 本質の理解から

Mat@Scilabによる実践まで
小坂学著 コロナ社 2012.8 711300121 開架図書 548.3//コウコ

構造物のシステム制御 大住晃著 森北出版 2013.1 711300063 開架図書 548.3//コウゾ

これで歩く!二足歩行ロボット入門 坂本範行著 オーム社 2009.5 711300055 開架図書 548.3//コレデ

Robo-humans : 著作権処理済(National geographic)
日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300036 視聴覚 548.3//サイボ

じっくり学ぼう!シーケンス制御超入門 清水洋隆著 オーム社 2013.4 711300650 開架図書 548.3//ジツク

制御工学(電気電子工学シリーズ:11)
川邊武俊, 金井

喜美雄著
朝倉書店 2012.4 711300086 開架図書 548.3//セイギ

制御工学 : 古典制御からロバスト制御へ(機械工学基礎 佐伯正美著 朝倉書店 2013.3 711300696 開架図書 548.3//セイギ

線形システム 普及版 前田肇著 朝倉書店 2012.6 711300124 開架図書 548.3//センケ

はじめての現代制御理論
佐藤和也, 下本

陽一, 熊澤典良
講談社 2012.9 711300022 開架図書 548.3//ハジメ

はじめてのロボット創造設計 改訂第2版
米田完, 坪内孝

司, 大隅久共著
講談社 2013.7 711300711 開架図書 548.3//ハジメ

フィードバック制御(計測・制御テクノロジーシリー

ズ:7)

荒木光彦, 細江

繁幸共著/計測自

動制御学会編

コロナ社 2012.5 711300048 開架図書 548.3//フイド

メカトロニクス計測の基礎(ロボティクスシリーズ:3)
石井明, 木股雅

章, 金子透著
コロナ社 2013.2 711300062 開架図書 548.3//メカト

ロボットテクノロジー
日本ロボット学

会編
オーム社 2011.8 711300728 開架図書 548.3//ロボツ

ロボティクス : モデリングと制御(シリーズ知能機械工 川崎晴久著 共立出版 2012.2 711300675 開架図書 548.3//ロボテ
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わかりやすい現代制御理論 森泰親著 森北出版 2013.4 711300686 開架図書 548.3//ワカリ

「Maxima」と「Scilab」で学ぶ古典制御(I/O books)
川谷亮治著/第二

I/O編集部編
工学社 2011.3 711300039 開架図書 548.31//MAX

シミュレーション辞典
日本シミュレー

ション学会編
コロナ社 2012.2 711300243 開架図書 548.7//シミユ

Interface CD-ROM版 2010 CQ出版社 2001- 741300003 視聴覚 548//INT//2010

Interface CD-ROM版 2011 CQ出版社 2001- 741300005 視聴覚 548//INT//2011

Interface CD-ROM版 2012 CQ出版社 2001- 741300007 視聴覚 548//INT//2012

非線形システムが社会を動かす
並木淳治著/電子

情報通信学会編

電子情報通信学

会
2013.8 711300687 開架図書 548//ヒセン

現代の二都物語 : なぜシリコンバレーは復活し、ボスト

ン・ルート128は沈んだか

アナリー・サク

セニアン著/山形

浩生, 柏木亮二

日経BP社/日経

BP出版センター

(発売)

2009.10 711300634 開架図書 549.09//ゲンダ

合点!トランジスタ回路超入門 : 「手計算」--「LTspice

でシミュレーション」--「実験」で完全制覇!(エレ基礎
庄野和宏著 CQ出版 2012.6 711300222 シラバス 549.3//ガツテ

基礎電子回路工学 : アナログ回路を中心に(電気学会大

学講座)
松澤昭 [著]

電気学会/オーム

社 (発売)
2009.11 711300223 シラバス 549.3//キソデ

トランジスタ技術 CD-ROM版 2010 CQ出版社 1999- 741300002 視聴覚
549.6//トラン

//2010

トランジスタ技術 CD-ROM版 2011 CQ出版社 1999- 741300004 視聴覚
549.6//トラン

//2011

トランジスタ技術 CD-ROM版 2012 CQ出版社 1999- 741300006 視聴覚
549.6//トラン

//2012

Nanoscale CMOS : innovative materials, modeling, and

characterization : hardcover

edited by

Francis Balestra
ISTE/Wiley 2010 711300380 開架図書 549.7//NAN

Transparent oxide electronics : from materials to

devices : hbk.

Pedro

Barquinha ... [et
Wiley c2012 711300946 開架図書 549.8//TRA

機械・材料系のためのマイクロ・ナノ加工の原理 近藤英一著 共立出版 2005.10 711300239 シラバス 549.8//キカイ

技術者のためのパワーエレクトロニクス回路工学 : 実力

が身につく基礎理論から設計実務までの体系的知識

廣田幸嗣編著/三

原輝儀 [ほか] 共
森北出版 2013.4 711300685 開架図書 549.8//ギジユ

集積ナノデバイス(半導体デバイスシリーズ:1)

平本俊郎編著/内

田建, 杉井信之,

竹内潔著

丸善 2009.11 711300346 開架図書 549.8//シユウ

パワーエレクトロニクス学入門 : 基礎から実用例まで
河村篤男編著/横

山智紀 [ほか] 共
コロナ社 2009.2 711300766 開架図書 549.8//パワエ

パワーデバイス(半導体デバイスシリーズ:4)

大橋弘通, 葛原

正明編著

/Gourab

Majumdar [ほか]

丸善 2011.1 711300342 開架図書 549.8//パワデ

半導体SiC技術と応用 第2版
松波弘之 [ほか]

編著
日刊工業新聞社 2011.9 711300343 開架図書 549.8//ハンド

メモリデバイス・イメージセンサ(半導体デバイスシ

リーズ:2)

角南英夫, 川人

祥二編著/有本和

民 [ほか] 著

丸善 2009.12 711300347 開架図書 549.8//メモリ

トコトンやさしい有機ELの本(B&Tブックス. 今日から

モノ知りシリーズ)
森竜雄著 日刊工業新聞社 2008.4 711300117 開架図書 549.9//トコト

スピントロニクスの基礎 : 磁気の直観的理解をめざして
宮崎照宣, 土浦

宏紀共著
森北出版 2013.3 711300349 開架図書 549//スピン

定本OPアンプ回路の設計 : 再現性を重視した設計の基

礎から応用まで
岡村廸夫著 CQ出版 1990.9 711300200 開架図書 549//テイホ

ポストシリコン半導体 : ナノ成膜ダイナミクスと基板・

界面効果

エヌ・ティー・

エス
2013.6 711300387 開架図書 549//ポスト

メカトロニクス概論(ロボット・メカトロニクス教科書)
古田勝久編著/石

川潤 [ほか] 執筆
オーム社 2007.2 711300236 開架図書 549//メカト

有機エレクトロニクス入門 筒井哲夫 [ほか] 日刊工業新聞社 2012.2 711300025 開架図書 549//ユウキ

16313の化学商品 2013年版 化学工業日報社 2013.1 711300356 辞書ハンドブック 570.36//163
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Advanced distillation technologies : design, control and

applications

Anton

Alexandru Kiss

John Wiley &

Sons
2013 711300340 開架図書 571.6//ADV

Batch distillation : design and operation(Series on

chemical engineering:v. 3)
I.M. Mujtaba

Imperial College

Press/Distribute

d by World

Scientific

c2004 711300773 開架図書 571.6//BAT

やさしい蒸留(分離技術シリーズ:20) 鈴木功著 分離技術会 2011.3 711300393 開架図書 571.6//ヤサシ

Powder diffraction file : PDF : alphabetical indexes for

experimental patterns : inorganic phases : sets 1-63

compiled by the

International

Centre for

Diffraction Data

in cooperation

with American

Ceramic Society

... [et al.]

International

Centre for

Diffraction Data

c2013 711300891 1Fレファレンス
571//POW//1-

63

Powder diffraction file : PDF : Hanawalt search manual

for experimental patterns : inorganic phases : sets 1-63

compiled by the

International

Centre for

Diffraction

Data/in

cooperation with

American

Ceramic Society

... [et al.]

International

Centre for

Diffraction Data

c2013 711300892 1Fレファレンス
571//POW//1-

63

Powder diffraction file set 63 Inorganic and organic

compiled by the

JCPDS-

International

Centre for

Diffraction

Data/in

cooperation with

the American

Ceramic Society

... [et al.]

International

Centre for

Diffraction Data

[1960]- 711300893 1Fレファレンス 571//POW//63

高性能リチウムイオン電池開発最前線 : 5V級正極材料

開発の現状と高エネルギー密度化への挑戦

エヌ・ティー・

エス
2013.2 711300296 開架図書 572.12//コウセ

生物とコラボする : バイオプラスチックの未来(岩波

ジュニア新書:759)
工藤律子著 岩波書店 2013.11 711301151 新書・文庫本 578.4//セイブ

Encyclopedia of polymer composites : properties,

performance and applications(Polymer science and

technology series)

Mikhail Lechkov

and Sergej

Prandzheva,

editors

Nova Science

Publishers
c2010 711300440 開架図書 578//ENC

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.1

john Wiley &

Sons
c2014 711301347 辞書ハンドブック 578//ENC//1

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.10

john Wiley &

Sons
c2014 711301356 辞書ハンドブック 578//ENC//10

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.11

john Wiley &

Sons
c2014 711301357 辞書ハンドブック 578//ENC//11

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.12

john Wiley &

Sons
c2014 711301358 辞書ハンドブック 578//ENC//12

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.13

john Wiley &

Sons
c2014 711301359 辞書ハンドブック 578//ENC//13

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.14

john Wiley &

Sons
c2014 711301360 辞書ハンドブック 578//ENC//14

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.15

john Wiley &

Sons
c2014 711301361 辞書ハンドブック 578//ENC//15

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.2

john Wiley &

Sons
c2014 711301348 辞書ハンドブック 578//ENC//2

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.3

john Wiley &

Sons
c2014 711301349 辞書ハンドブック 578//ENC//3
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Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.4

john Wiley &

Sons
c2014 711301350 辞書ハンドブック 578//ENC//4

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.5

john Wiley &

Sons
c2014 711301351 辞書ハンドブック 578//ENC//5

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.6

john Wiley &

Sons
c2014 711301352 辞書ハンドブック 578//ENC//6

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.7

john Wiley &

Sons
c2014 711301353 辞書ハンドブック 578//ENC//7

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.8

john Wiley &

Sons
c2014 711301354 辞書ハンドブック 578//ENC//8

Encyclopedia of polymer science and technology

Fourth edition v.9

john Wiley &

Sons
c2014 711301355 辞書ハンドブック 578//ENC//9

無機ナノシートの科学と応用
黒田一幸, 佐々

木高義監修

シーエムシー出

版
2005.4 711300981 開架図書 578//ムキナ

接着・解体技術総覧 : 資源・環境・エネルギ

宮入裕夫編集委

員長/池上晧三

[ほか] 編集委員

エヌジーティー 2011.5 711300326 開架大型 579.1//セツチ

日本ローカルごはん紀行 : 47都道府県とっておきの一

膳(講談社+アルファ文庫)
向笠千恵子[著] 講談社 2010.11 711301247 新書・文庫本 596//ニホン

会社四季報業界地図 2014年版
東洋経済新報社

編
東洋経済新報社 2006.9- 711301025 資格＆就活

602.1//カイシ

//2014

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科
成瀬宇平, 堀知

佐子著
丸善 2009.11 711301258 開架図書 626//47ト

よくわかる日本庭園の見方(楽学ブックス. 古寺巡礼:17) 田中昭三著
JTBパブリッシ

ング

[2007.1

2]
711301096 開架図書 629.21//ヨクワ

現代チーズ学
齋藤忠夫, 堂迫

俊一, 井越敬司
食品資材研究会 2008.10 711300351 開架図書 648.18//ゲンダ

千年の樹 宝田久人著 マガジンハウス 2002.12 711301241 開架図書 653.2//センネ

全国お元気商店街百選(学びやぶっく:41. せいかつ)
お元気商店街研

究会編
明治書院 2010.8 711301100 開架図書 672.1//ゼンコ

情報推薦システム入門 : 理論と実践

Dietmar

Jannach [ほか]

著/田中克己, 角

共立出版 2012.6 711301023 開架図書 673.36//ジヨウ

データサイエンティスト完全ガイド(日経BPムック)
日経情報ストラ

テジー編

日経BP社/日経

BPマーケティン

グ (発売)

2013.8 711300628 開架大型 675//デタサ

データサイエンティスト養成読本 : ビッグデータ時代の

ビジネスを支えるデータ分析力が身につく!(Software

design plusシリーズ)

技術評論社 2013.9 711301014 開架図書 675//デタサ

データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」 : ビッグ

データからビジネス・チャンスをつかむ

ディミトリ・

マークス, ポー

ル・ブラウン著/

小林啓倫訳

日経BP社/日経

BPマーケティン

グ (発売)

2013.3 711301049 開架図書 675//デタサ

日本の街道ハンドブック 新版 竹内誠監修 三省堂 2006.6 711301097 開架図書 682.1//ニホン

明治・大正・昭和懐かしの鉄道遺産を旅する : カラー版

(じっぴコンパクト新書:090)
南正時著 実業之日本社 2011.10 711301242 新書・文庫本 686.21//メイジ

世界の駅・日本の駅
小池滋, 青木栄

一, 和久田康雄
悠書館 2010.6 711301244 開架図書 686.53//セカイ

新・$100で泊まれる夢のアジアンリゾート : Little

Paradise in Bali & Thailand

増島実写真/桑野

貴子, 鈴木さち

こ文

文藝春秋 2013.3 711300199 開架図書 689.82//シン1

Windows Mobile 6.5プログラミングブック : Windows

Mobile 6.5.3対応

ホーミン[ほか]

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)

2010.4 711300306 開架図書 694.6//WIN

Windows Mobile 6.5アプリケーションプログラミング 高橋忍著 技術評論社 2010.3 711300307 開架図書 694.6//WIN

体系的に学ぶ携帯電話のしくみ 第2版
神崎洋治, 西井

美鷹著

日経BPソフトプ

レス/日経BP出

版センター (発

2008.7 711300226 シラバス 694.6//タイケ
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体系的に学ぶ携帯電話のしくみ 第2版
神崎洋治, 西井

美鷹著

日経BPソフトプ

レス/日経BP出

版センター (発

2008.7 711300365 開架図書 694.6//タイケ

ドキュメンタリーの語り方 : ボトムアップの映像論 遠藤大輔著 勁草書房 2013.5 711300614 開架図書 699.64//ドキユ

アート/表現する身体 : アフォーダンスの現場 佐々木正人編 東京大学出版会 2006.8 711300937 開架図書 704//アトヒ

日本の美術館ベスト100ガイド : アートと建築を巡る旅

へ!(Magazine House mook:extra issue. カーサ ブルー

タス特別編集)

マガジンハウス 2011.6 711301243 開架図書 706.9//ニホン

鑑賞の手引 : 日本伝統工芸 日本工芸会編 芸艸堂 2000.9 711301240 開架図書 750.21//カンシ

デザインの生態学 : 新しいデザインの教科書
後藤武, 佐々木

正人, 深澤直人
東京書籍 2004.4 711300938 開架図書 757//デザイ

コミュニケーション力を引き出す : 演劇ワークショップ

のすすめ(PHP新書:621)

平田オリザ, 蓮

行著
PHP研究所 2009.9 711300610 新書・文庫本 770.7//コミユ

宇宙兄弟 : レンタル専用

森義隆監督/大森

美香脚本/小山宙

哉原作

講談社 (発売)/東

宝 (販売)
2012.12 741300027 視聴覚 778.21//ウチユ

はやぶさ 堤幸彦監督

20世紀 フォッ

クス ホーム エ

ンターテイメン

ト ジャパン (発

c2012 741300025 視聴覚 778.21//ハヤブ

舟を編む

石井裕也監督/渡

辺謙作脚本/三浦

しをん原作

アスミック・

エース (発売)/松

竹 (販売)

c2013 741300029 視聴覚 778.21//フネオ

ハリー・ポッターと死の秘宝 Part1: レンタル専用

デイビッド・

イェーツ監督

/J.K.ローリング

原作/デイビッ

ド・ヘイマン,

デイビット・バ

ワーナー・ホー

ム・ビデオ (発

売)

c2010- 741300046 視聴覚
778.253//ハリ

ポ//1

ハリー・ポッターと死の秘宝 Part2: レンタル専用

デイビッド・

イェーツ監督

/J.K.ローリング

原作/デイビッ

ド・ヘイマン,

デイビット・バ

ワーナー・ホー

ム・ビデオ (発

売)

c2010- 741300047 視聴覚
778.253//ハリ

ポ//2

ホビット : 思いがけない冒険 : レンタル専用
ピーター・ジャ

クソン監督

ワーナー・ホー

ム・ビデオ(発
c2013 741300045 視聴覚

778.253//ホビ

ツ

あきらめない映画 : 山形国際ドキュメンタリー映画祭の 山之内悦子著 大月書店 2013.9 711301047 開架図書 778.7//アキラ

岩波映画の1億フレーム(記録映画アーカイブ:1)
丹羽美之, 吉見

俊哉編
東京大学出版会 2012.5 711300627 開架図書

778.7//キロク

//1

Film art : an introduction 9th ed
David Bordwell,

Kristin
McGraw Hill c2010 711300641 開架図書 778//FIL

英国王のスピーチ Standard edition

トム・フーパー

監督/デヴィッ

ト・サイドラー

ギャガ (発売)/ハ

ピネット (販売)
c2010 741300028 視聴覚 778//エイコ

「フィルム・アート」 : 映画芸術入門

デイヴィッド・

ボードウェル,

クリスティン・

トンプソン著/飯

岡詩朗 [ほか] 訳

名古屋大学出版

会
2007.9 711300615 開架図書 778//フイル

The man who can fly : 著作権処理済(National

geographic)

日経ナショナル

ジオグラフィッ
c2012 741300037 視聴覚 782.9//トリニ

準備する力 : 夢を実現する逆算のマネジメント 川島永嗣著

角川書店/角川グ

ループパブリッ

シング(発売)

2011.9 711300294 開架図書 783.47//ジユン

上昇思考 : 幸せを感じるために大切なこと 長友佑都著

角川書店/角川グ

ループパブリッ

シング (発売)

2012.5 711300295 開架図書 783.47//ジヨウ

日本男児 長友佑都著 ポプラ社 2011.5 711300325 開架図書 783.47//ニホン

僕は自分が見たことしか信じない 内田篤人著 幻冬舎 2011.12 711300304 開架図書 783.47//ボクワ
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計量国語学事典 計量国語学会編 朝倉書店 2009.11 711300613 開架図書 801.01//ケイリ

日本語は「空気」が決める : 社会言語学入門(光文社新

書:643)
石黒圭著 光文社 2013.5 711300597 留学生用 801.03//ニホン

新・子どもたちの言語獲得

小林春美, 佐々

木正人編/岩立志

津夫 [ほか] 著

大修館書店 2008.3 711300966 開架図書 801.04//シンコ

外国語教育学のための質問紙調査入門 : 作成・実施・

データ処理

ゾルタン・ドル

ニェイ著/八島智

子, 竹内理監訳

松柏社 2006.9 711300255 開架図書 807//ガイコ

現実を動かす会話力 齋藤孝著 扶桑社 2013.12 711301142 開架図書 809.4//ゲンジ

Talking voices : repetition, dialogue, and imagery in

conversational discourse 2nd ed : pbk(Studies in

interactional sociolinguistics:25)

Deborah

Tannen

Cambridge

University Press
2007 711300640 開架図書 809//TAL

たのしい読みもの55 初級&初中級(できる日本語準拠)

できる日本語教

材開発プロジェ

クト著

アルク 2013.3 711300605 留学生用 810.7//タノシ

まるごとビジネス日本語初級 Book1
大手町ランゲー

ジグループ [編]

The Japan

Times

2009.12

-
711300598 留学生用

810.7//マルゴ

//1

まるごとビジネス日本語初級 Book2
大手町ランゲー

ジグループ [編]

The Japan

Times

2009.12

-
711300599 留学生用

810.7//マルゴ

//2

まるごとビジネス日本語初級 Book3
大手町ランゲー

ジグループ [編]

The Japan

Times

2009.12

-
711300600 留学生用

810.7//マルゴ

//3

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100
増田アヤ子著/柳

原満月マンガ
アルク 2011.11 711300604 留学生用 810.7//マンガ

マンガで学ぶ日本語表現と日本文化 : 多辺田家が行く!!

創作集団にほん

ご企画・編集/宇

田川のり子マン

アルク 2009.10 711300606 留学生用 810.7//マンガ

日本語能力試験完全模試N1 : ゼッタイ合格!(日本語能力

試験完全模試シリーズ)

藤田朋世 [ほか]

著
Jリサーチ出版 2012.11 711300621 留学生用 810.79//ニホン

日本語能力試験完全模試N2 : ゼッタイ合格!(日本語能力

試験完全模試シリーズ)

渡邉亜子 [ほか]

著
Jリサーチ出版 2013.2 711300622 留学生用 810.79//ニホン

日本語能力試験完全模試N3 : ゼッタイ合格!(日本語能力

試験完全模試シリーズ)

渡邉亜子 [ほか]

共著
Jリサーチ出版 2013.5 711300623 留学生用 810.79//ニホン

日本語能力試験完全模試N4 : ゼッタイ合格!(日本語能力

試験完全模試シリーズ)

渡邉亜子 [ほか]

共著
Jリサーチ出版 2013.5 711300624 留学生用 810.79//ニホン

日本語能力試験完全模試N5 : ゼッタイ合格!(日本語能力

試験完全模試シリーズ)

渡邉亜子 [ほか]

共著
Jリサーチ出版 2013.6 711300625 留学生用 810.79//ニホン

ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーショ

ン : プレゼンテーションとライティング

大島弥生 [ほか]

著
ひつじ書房 2012.2 711300596 留学生用 810//ピアデ

朝日キーワード就職 2015 朝日新聞社編 朝日新聞社 2002.9- 711301036 資格＆就活
813.7//アサヒ

//2015

ヴァーチャル日本語役割語の謎(もっと知りたい!日本 金水敏著 岩波書店 2003.1 711301048 開架図書 814.9//ヴアチ

役割語研究の展開 金水敏編 くろしお出版 2011.6 711301050 開架図書 814.9//ヤクワ

役割語研究の地平 金水敏編 くろしお出版 2007.9 711301051 開架図書 814.9//ヤクワ

形容詞・副詞編(日本語多義語学習辞典 : イメージでわ

かる言葉の意味と使い方)
今井新悟編著 アルク 2011.12 711300602 留学生用 814//ケイヨ

動詞編(日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉

の意味と使い方)
森山新編著 アルク 2012.5 711300603 留学生用 814//ドウシ

名詞編(日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉

の意味と使い方)
荒川洋平編著 アルク 2011.11 711300601 留学生用 814//メイシ

日本語スタイルガイド 第2版

テクニカルコ

ミュニケーター

協会編著

テクニカルコ

ミュニケーター

協会出版事業部

2011.4 711300474 開架図書 816.5//ニホン

日本語文章・文体・表現事典 中村明 [ほか] 編 朝倉書店 2011.6 711300612 辞書辞典 816//ニホン
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文章力の基本100題 阿部紘久著 光文社 2010.6 711301149 新書・文庫本 816//ブンシ

ホンモノの文章力 : 自分を売り込む技術(集英社新 樋口裕一著 集英社 2000.10 711301150 新書・文庫本 816//ホンモ

方言の日本地図 : ことばの旅(講談社+α新書:133-1C) 真田信治 [著] 講談社 2002.12 711301239 新書・文庫本 818.04//ホウゲ

プログレッシブ中国語辞典 コンパクト版 武信彰編者代表 小学館 2004.11 711300204 シラバス 823//プログ

3か月でやり直し!英語モジュール学習法 竹村和浩著 東洋経済新報社 2013.5 711300649 英語学習 830.7//3カゲ

Interactive English book for reading Book1 内田雅克 [ほか] 松柏社 2013.4 711300266 シラバス 830.7//INT//1

Interactive English book for reading Book2 内田雅克 [ほか] 松柏社 2013.4 711300267 シラバス 830.7//INT//2

Read aloud(α series)
榊原咸征, 榊原

益子著

マクミランラン

ゲージハウス
2007.1 711300268 シラバス 830.7//REA

一生モノの英語勉強法 : 「理系的」学習システムのすす

め(祥伝社新書:312)

鎌田浩毅, 吉田

明宏 [著]
祥伝社 2013.3 711300730 英語学習 830.7//イツシ

新TOEICテスト単語力・聴力・速読力の音速マスター

(東進ブックス)
山田和男著 ナガセ 2007.1 711301161 資格＆就活 830.7//シンT

世界一わかりやすい英語の勉強法 : 関先生が教える 関正生著 中経出版 2011.6 711300098 リメディアル 830.7//セカイ

TOEICテストこれから始めて高得点を狙う本(アルク地

球人ムック. アルク明日からはじめる!シリーズ)

英語出版編集部

編
アルク 2013.5 711301296 資格＆就活 830.79//TOE

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 711300762 開架図書 830.79//キイテ

このTOEICテスト本がすごい! 濵崎潤之輔著 中経出版 2013.5 711301293 資格＆就活 830.79//コノT

新TOEIC TEST出る順で学ぶボキャブラリー990 神崎正哉著 講談社 2009.4 711300682 資格＆就活 830.79//シンT

音読MAX : 文法と発音が一気に身につく最強の英語学 黒川裕一著 南雲堂 2012.11 711300215 シラバス 830//オンド

高校3年間の英語を10日間で復習する本 カラー版 稲田一著 中経出版 2010.2 711300110 リメディアル 830//コウコ

中学3年間の英語を10時間で復習する本 カラー版 稲田一著 中経出版 2010.2 711300109 リメディアル 830//チユウ

はじめてのシャドーイング 玉井健 [ほか] 著 学習研究社 2003.11 711300213 シラバス 831.1//ハジメ

院単 : 大学院入試のための必須英単語1800 安藤文人著 ナツメ社 2006.8 711300249 資格＆就活 834//インタ

語源で覚える英単語3600 藤井俊勝著 青灯社 2009.9 711300769 英語学習 834//ゴゲン

テーマ別英単語ACADEMIC 上級01 : 人文・社会科学編 中澤幸夫著 Z会 2009.1- 711300314 開架図書 834//テマベ

テーマ別英単語ACADEMIC 上級02 : 自然科学編 中澤幸夫著 Z会 2009.1- 711300315 開架図書 834//テマベ

スヌーピーの英語塾
今泉志奈子, 井

上彰編著
英宝社 2013.1 711300202 シラバス 835.07//スヌピ

Enjoyable reading  : 100 key sentence patterns 2
Joan

McConnell, 武田
成美堂 2011.1- 711300260 シラバス 835//ENJ//2

高校総合英語Harvest(ハーベスト) 第3版 鈴木希明編著 桐原書店 2008.12 711300100 リメディアル 835//コウコ

総合英語Forest 第6版
石黒昭博監修/墺

タカユキ [ほか]
桐原書店 2009.12 711300099 リメディアル 835//ソウゴ

中学3年間の英文法を10時間で復習する本 カラー版 稲田一著 中経出版 2010.11 711300180 リメディアル 835//チユウ

表現のための実践ロイヤル英文法

綿貫陽, マー

ク・ピーターセ

ン共著

[旺文社] [2011.9] 711300683 英語学習 835//ヒヨウ

理系の人はなぜ英語の上達が早いのか 畠山雄二著 草思社 2011.6 711300053 開架図書 835//リケイ

効果的な英語コミュニケーション技法 金徳多恵子著 南雲堂 2012.10 711300218 シラバス 836//コウカ

Reading stream elementary(Graded reading series)
竹内理編 [ほか]

編著
金星堂 2012.1- 711300228 シラバス 837.5//REA

American jokes
edited with

notes by Toshio
開文社出版 1970.3 711300217 シラバス 837.7//AME

A wide variety of topics for reading English ! 関口智子編著 松柏社 2011.4 711300273 シラバス 837.7//WID

Save the catの法則 : 本当に売れる脚本術

ブレイク・スナ

イダー著/菊池淳

子訳

フィルムアート

社
2010.10 711300616 開架図書 901.27//SAV

藤沢周平伝 笹沢信著 白水社 2013.10 711301099 藤沢ライブラリー 910.268//フジ

オーブランの少女(ミステリ・フロンティア:76) 深緑野分著 東京創元社 2013.10 711301012 開架図書 913.6//オブラ

海賊とよばれた男 上 百田尚樹著 講談社 2012.7 711300519 開架図書 913.6//カイゾ

海賊とよばれた男 下 百田尚樹著 講談社 2012.7 711300520 開架図書 913.6//カイゾ

古書収集十番勝負(創元推理文庫) 紀田順一郎著 東京創元社 2000.12 711300547 新書・文庫本 913.6//コシヨ

殺人を呼んだ本 : 私は図書館(角川文庫:9951) 赤川次郎〔著〕 角川書店 1999.10 711300525 新書・文庫本 913.6//サツジ

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹著 文藝春秋 2013.4 711300522 開架図書 913.6//シキサ
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雀蜂(角川ホラー文庫:18211, Hき2-5) 貴志祐介[著] KADOKAWA 2013.10 711301289 新書・文庫本 913.6//スズメ

曾根崎心中
角田光代著/近松

門左衛門原作
リトルモア 2012.1 711300513 開架図書 913.6//ソネザ

空飛ぶ広報室 有川浩著 幻冬舎 2012.7 711300548 開架図書 913.6//ソラト

誰か(文春文庫:[み-17-6]) 宮部みゆき著 文藝春秋 2007.12 711300526 新書・文庫本 913.6//ダレカ

天国の本屋 松久淳, 田中渉 かまくら春秋社 2000.12 711300549 開架図書 913.6//テンゴ

等伯 上 安部龍太郎著
日本経済新聞出

版社
2012.9 711300511 開架図書

913.6//トウハ

//1

等伯 下 安部龍太郎著
日本経済新聞出

版社
2012.9 711300512 開架図書

913.6//トウハ

//2

図書館の神様 瀬尾まいこ著 マガジンハウス 2003.12 711300516 開架図書 913.6//トシヨ

何者 朝井リョウ著 新潮社 2012.11 711300518 開架図書 913.6//ナニモ

猫色ケミストリー 喜多喜久著 宝島社 2012.4 711301007 開架図書 913.6//ネコイ

配達あかずきん : 成風堂書店事件メモ 17版(創元推理文

庫:[Mお5-1])
大崎梢著 東京創元社 2013.3 711300546 新書・文庫本 913.6//ハイタ

ハルさん(創元推理文庫) 藤野恵美著 東京創元社 2013.3 711301006 新書・文庫本 913.6//ハルサ

晴れた日は図書館へいこう(文学の森)
緑川聖司作/宮嶋

康子絵
小峰書店 2003.10 711300521 開架図書 913.6//ハレタ

フィッシュストーリー 伊坂幸太郎著 新潮社 2007.1 711300427 開架図書 913.6//フイツ

ふしぎな図書館(講談社文庫:[む-6-33])
村上春樹, 佐々

木マキ [著]
講談社 2008.1 711300527 新書・文庫本 913.6//フシギ

ブック・ジャングル 石持浅海著 文芸春秋 2011.5 711300517 開架図書 913.6//ブツク

夢幻花 東野圭吾著 PHP研究所 2013.5 711300523 開架図書 913.6//ムゲン

ラブ・ケミストリー 喜多喜久著 宝島社 2011.3 711301008 開架図書 913.6//ラブケ

ラブ・リプレイ 喜多喜久著 宝島社 2012.9 711301013 開架図書 913.6//ラブリ

恋歌 朝井まかて著 講談社 2013.8 711301292 開架図書 913.6//レンカ

れんげ野原のまんなかで(創元推理文庫:[Mも12]) 森谷明子著 東京創元社 2011.9 711300524 新書・文庫本 913.6//レンゲ

和菓子のアン 坂木司著 光文社 2010.4 711300441 開架図書 913.6//ワガシ

本からはじまる物語 阿刀田高 [ほか] メディアパル 2007.12 711300514 開架図書 913.68//ホンカ

本屋さんのアンソロジー : 大崎梢リクエスト!
飛鳥井千砂 [ほ

か] 著
光文社 2013.1 711300515 開架図書 913.68//ホンヤ

知的生産な生き方 : 京大・鎌田流 : ロールモデルを求め 鎌田浩毅著 東洋経済新報社 2009.11 711300731 開架図書 914.6//チテキ

死の蔵書 46刷(ハヤカワ・ミステリ文庫:HM 205-1)
ジョン・ダニン

グ著/宮脇孝雄訳
早川書房 2012.3 711300529 新書・文庫本 933.7//シノゾ

図書館の死体(ハヤカワ・ミステリ文庫:HM288-4)
ジェフ・アボッ

ト著/佐藤耕士訳
早川書房 2005.3 711300528 新書・文庫本 933.7//トシヨ

アンドロイドは電気羊の夢を見るか? 58刷(ハヤカワ文

庫:SF229)

フィリップ・

K・ディック著/

浅倉久志訳

早川書房 2011.6 711301286 新書・文庫本 933//アンド
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