
平成26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

IDの秘密(丸善ライブラリー:380. 情報研シリーズ:14) 佐藤一郎著 丸善出版 2012.3 711400824 新書・文庫本 007.1//IDノ

計算理論とオートマトン言語理論 : コンピュータの原理を明か

す(Information & computing:106)
丸岡章著 サイエンス社 2005.11 711400285 シラバス 007.1//ケイサ

現代暗号への招待(ライブラリ情報学コア・テキスト:16) 黒澤馨著 サイエンス社 2010.9 711400286 シラバス 007.1//ゲンダ

セルオートマトン
Joel L. Schiff著/足

立進 [ほか] 訳
共立出版 2011.12 711400191 開架図書 007.1//セルオ

チューリングを読む : コンピュータサイエンスの金字塔を楽し

もう

チャールズ・ペゾ

ルド著/井田哲雄

[ほか] 訳

日経BP社/日経BP

マーケティング

(発売)

2012.6 711400780 開架図書 007.1//チユリ

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 711400707 開架図書 007.1//デイジ

ニューラルネットと制御 志水清孝著 コロナ社 2002.6 711400242 開架図書 007.1//ニユラ

フリーソフトではじめる機械学習入門 荒木雅弘著 森北出版 2014.3 711400210 開架図書 007.1//フリソ

教師なし学習入門(わかりやすいパターン認識:続)
石井健一郎, 上田

修功共著
オーム社 2014.8 711400803 開架図書 007.1//ワカリ//2

進化技術ハンドブック 第3巻 : 応用編 : 生産・物流システム

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- 711400228 辞書ハンドブック
007.13//シンカ

//3

2045年問題 : コンピュータが人類を超える日(廣済堂新書:026) 松田卓也著 廣済堂出版 2013.1 711400072 新書・文庫本 007.3//204

ハッカーと画家 : コンピュータ時代の創造者たち
Paul Graham著/川

合史朗監訳
オーム社 2005.1 711400806 開架図書 007.3//ハツカ

データを紡いで社会につなぐ : デジタルアーカイブのつくり方

(講談社現代新書:2234)
渡邉英徳著 講談社 2013.11 711400777 新書・文庫本 007.5//デタオ

データベースの仕組み(情報科学こんせぷつ:12)
福田剛志, 黒澤亮

二著
朝倉書店 2009.3 711400778 開架図書 007.6//デタベ

データマイニングと集合知 : 基礎からWeb, ソーシャルメディ

アまで(未来へつなぐデジタルシリーズ:11)
石川博 [ほか] 著 共立出版 2012.7 711400807 開架図書 007.6//デタマ

UNIXコマンドブック 第4版
田谷文彦, 三澤明

著

ソフトバンククリ

エイティブ
2013.3 711400773 開架図書 007.63//UNI

UNIXという考え方 : その設計思想と哲学
Mike Gancarz著/

芳尾桂監訳
オーム社 2001.2 711400805 開架図書 007.63//UNI

C++実践プログラミング
Steve Oualline著/

クイープ訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2003.9 711400741 開架図書 007.64//C++

Cプログラミングの基礎 新訂版(Information science &

engineering:S11)
蓑原隆著 サイエンス社 2007.3 711400009 シラバス 007.64//Cプロ

Fortran90/95プログラミング 改訂新版
冨田博之, 齋藤泰

洋共著
培風館 2011.4 711400425 開架図書 007.64//FOR

Linuxによる並行プログラミング入門
猪平栄一, 重松保

弘著
共立出版 2014.10 711400721 開架図書 007.64//LIN

OpenCVによる画像処理入門
小枝正直, 上田悦

子, 中村恭之著
講談社 2014.7 711400776 開架図書 007.64//OPE

Python文法詳解 石本敦夫著

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2014.9 711400811 開架図書 007.64//PYT

Pythonによるデータ分析入門 : NumPy、pandasを使ったデー

タ処理

ウェス・マッキ

ニー著/小林儀匡

[ほか] 訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2013.12 711400813 開架図書 007.64//PYT

Python : 言語によるプログラミングイントロダクション : 世界

標準MIT教科書

ジョン V. グッ

ターグ著/麻生敏正

[ほか] 訳

近代科学社 2014.12 711400902 開架図書 007.64//PYT

UNIXシェルスクリプトマスターピース132 大角祐介著 SBクリエイティブ 2014.6 711400772 開架図書 007.64//UNI

シェルスクリプト高速開発手法入門 : フルスクラッチから1日

でCMSを作る

上田隆一, 後藤大

地著
KADOKAWA 2014.7 711400770 開架図書 007.64//シエル

実践OpenCV 2.4 for Python : 映像処理&解析
桑井博之, 豊沢聡,

永田雅人共著
カットシステム 2014.7 711400810 開架図書 007.64//ジツセ
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入門UNIXシェルプログラミング : シェルの基礎から学ぶUNIX

の世界 改訂第2版

ブルース・ブリン

著/山下哲典訳

ソフトバンクパブ

リッシング
2003.2 711400774 開架図書 007.64//ニユウ

パーフェクトPython(Perfect series:05)
Pythonサポーター

ズ著
技術評論社 2013.4 711400812 開架図書 007.64//パフエ

明快入門C [ビギナー編](林晴比古実用マスターシリーズ) 林晴比古著
ソフトバンククリ

エイティブ
2013.3- 711400012 シラバス 007.64//メイカ

やさしいC# 高橋麻奈著
ソフトバンククリ

エイティブ
2011.9 711400547 シラバス 007.64//ヤサシ

情報学事典 北川高嗣 [ほか] 編 弘文堂 2002.6 711400804 開架図書 007//ジヨウ

情報科学科プログラミング言語テキスト 2014年度版 小山明夫[著] [山形大学] 711400018 シラバス
007//ジヨウ

//2014

情報科学科プログラミング演習Ⅲテキスト 2014年度版 小山明夫[著] [山形大学] 711400019 シラバス
007//ジヨウ

//2014

懐かしさは未来とともにやってくる : 地域映像アーカイブの理

論と実際

原田健一, 石井仁

志編著
学文社 2013.9 711400801 開架図書 014.7//ナツカ

アーカイブズの構造認識と編成記述
国文学研究資料館

編
思文閣出版 2014.3 711400768 開架図書 018.09//アカイ

失敗学(図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 畑村洋太郎著 ナツメ社 2006.8 711400996 開架図書 080//ズカイ

危険学(図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 畑村洋太郎著 ナツメ社 2011.6 711401001 新書・文庫本 080//ズカイ

豊乳肥臀 上(平凡社ライブラリー:803, 804) 莫言著/吉田富夫訳 平凡社 2014.1 711400033 新書・文庫本 080//ヘイボ//803

豊乳肥臀 下(平凡社ライブラリー:803, 804) 莫言著/吉田富夫訳 平凡社 2014.1 711400034 新書・文庫本 080//ヘイボ//804

中国奥地紀行 2(平凡社ライブラリー:802, 805)
イザベラ・バード

著/金坂清則訳
平凡社

2013.12-

2014.2
711400036 新書・文庫本 080//ヘイボ//805

聖徳太子の真実(平凡社ライブラリー:806) 大山誠一編 平凡社 2014.2 711400035 新書・文庫本 080//ヘイボ//806

グラディーヴァ/妄想と夢(平凡社ライブラリー:807)

W.イェンゼン著/

種村季弘訳/S.フロ

イト著/種村季弘訳

平凡社 2014.3 711400038 新書・文庫本 080//ヘイボ//807

ニヒルとテロル(平凡社ライブラリー:808) 秋山清著 平凡社 2014.3 711400037 新書・文庫本 080//ヘイボ//808

わがまま骨董(平凡社ライブラリー:809) 菊地信義著 平凡社 2014.4 711400039 新書・文庫本 080//ヘイボ//809

地を泳ぐ : 随筆集(平凡社ライブラリー:810) 藤田嗣治著 平凡社 2014.4 711400040 新書・文庫本 080//ヘイボ//810

愛書狂(平凡社ライブラリー:811)
G. フローベールほ

か著/生田耕作編訳
平凡社 2014.5 711400084 新書・文庫本 080//ヘイボ//811

文字答問(平凡社ライブラリー:812) 白川静著 平凡社 2014.5 711400085 新書・文庫本 080//ヘイボ//812

季語成り立ち辞典(平凡社ライブラリー:813) 榎本好宏著 平凡社 2014.6 711400215 新書・文庫本 080//ヘイボ//813

可愛い黒い幽霊 : 宮沢賢治怪異小品集(平凡社ライブラ

リー:814)

宮沢賢治著/東雅夫

編
平凡社 2014.7 711400503 新書・文庫本 080//ヘイボ//814

ラスネール回想録 : 十九世紀フランス詩人=犯罪者の手記(平凡

社ライブラリー:816)

ピエール=フラン

ソワ・ラスネール

著/小倉孝誠, 梅澤

礼訳

平凡社 2014.8 711400504 新書・文庫本 080//ヘイボ//816

ぼくはナチにさらわれた(平凡社ライブラリー:817)

アロイズィ・ト

ヴァルデツキ著/足

達和子訳

平凡社 2014.9 711400526 新書・文庫本 080//ヘイボ//817

宮澤賢治とディープエコロジー : 見えないもののリアリズム 初

版(平凡社ライブラリー:818)

グレゴリー・ガ

リー著/佐復秀樹訳
平凡社 2014.9 711400527 新書・文庫本 080//ヘイボ//818
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小島烏水 : 山の風流使者伝 下(平凡社ライブラリー:774, 819) 近藤信行著 平凡社
2012.10-

2014.10
711400576 新書・文庫本 080//ヘイボ//819

貧困の哲学 上(平凡社ライブラリー:820-821)
P.=J.プルードン著

/斉藤悦則訳
平凡社 2014 711400577 新書・文庫本 080//ヘイボ//820

貧困の哲学 下(平凡社ライブラリー:820-821)
P.=J.プルードン著

/斉藤悦則訳
平凡社 2014 711400737 新書・文庫本 080//ヘイボ//821

少女への手紙(平凡社ライブラリー:822)
ルイス・キャロル

著/高橋康也, 高橋
平凡社 2014.11 711400738 新書・文庫本 080//ヘイボ//822

排外主義克服のための朝鮮史(平凡社ライブラリー:823) 梶村秀樹著 平凡社 2014.12 711400895 新書・文庫本 080//ヘイボ//823

召使心得 : 他四篇 : スウィフト諷刺論集(平凡社ライブラ

リー:824)

ジョナサン・ス

ウィフト著 : 原田

範行編訳

平凡社 2015.1 711400894 新書・文庫本 080//ヘイボ//824

臨床心理職のための「研究論文の教室」 : 研究論文の読み方・

書き方ガイド(臨床心理学増刊:第6号)

森岡正芳, 大山泰

宏編
金剛出版 2014.8 711400430 開架図書 146.07//リンシ

エモーション・フォーカスト・セラピー入門

レスリー・S・グ

リーンバーグ著/関

屋裕希 [ほか] 訳

金剛出版 2013.10 711400830 開架図書 146.8//エモシ

解決志向ブリーフセラピーハンドブック : エビデンスに基づく

研究と実践

シンシア・フラン

クリン [ほか] 編/長

谷川啓三, 生田倫

子, 日本ブリーフ

セラピー協会編訳

金剛出版 2013.9 711400800 開架図書 146.8//カイケ

カウンセラーは何を見ているか(シリーズケアをひらく) 信田さよ子著 医学書院 2014.5 711400819 開架図書 146.8//カウン

セラピスト 最相葉月著 新潮社 2014.1 711400782 開架図書 146.8//セラピ

人間コミュニケーションの語用論 : 相互作用パターン、病理と

パラドックスの研究 第2版

ポール・ワツラ

ヴィック, ジャ

ネット・ベヴン・

バヴェラス, ド

ン・D・ジャクソ

ン著/尾川丈一訳

二瓶社 2007.9 711400831 開架図書 146.8//ニンゲ

変化の原理 : 問題の形成と解決 : 新装版(りぶらりあ選書)

P.ワツラウィック,

J.H.ウィークラン

ド, R.フィッシュ

著/長谷川啓三訳

法政大学出版局 2011.11 711400832 開架図書 146.8//ヘンカ

武士道 : いま、拠って立つべき"日本の精神"(PHP文庫)
新渡戸稲造著/岬龍

一郎訳
PHP研究所 2005.8 711400493 新書・文庫本 156//ブシド

「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと 千田琢哉著 三笠書房 [2011.9] 711400866 資格＆就活 159.7//ダイガ

大学生のためのドラッカー 1 松本健太郎著
リーダーズノート

出版
2011.12- 711400870 資格＆就活 159.7//ダイガ//1

大学生のためのドラッカー 2 松本健太郎著
リーダーズノート

出版
2011.12- 711400867 資格＆就活 159.7//ダイガ//2

働く。なぜ?(講談社現代新書:2230) 中澤二朗著 講談社 2013.10 711400871 資格＆就活 159//ハタラ

画像史料論 : 世界史の読み方
吉田ゆり子, 八尾

師誠, 千葉敏之編

東京外国語大学出

版会
2014.4 711400823 開架図書 207//ガゾウ

日本 : その姿と心 第10版 日鉄住金総研著 学生社 2014.9 711400528 留学生用図書 302.1//ニホン

超速マスター!SPI無敵の解法パターン [2016年度版] 伊藤誠彦著 高橋書店 2000.12- 711400864 資格＆就活
307.8//チヨウ

//2016

超速マスター!一般常識&時事問題 [2016年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 [2001.2]- 711400865 資格＆就活
307.8//チヨウ

//2016

公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法 : これが「最速受験術」

だ! 2016年度版

「合格への道」研

究会編著
洋泉社 2006.1- 711400876 資格＆就活

317.4//コウム

//2016

3 / 20 ページ
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乙種4類危険物取扱者試験 平成26年版 資格出版 2013.9 711400270 資格＆就活 317.734//オツシ

甲種危険物取扱者試験テキスト&問題集 : 一発合格! 赤染元浩監修 ナツメ社 2012.11 711400279 資格＆就活 317.734//コウシ

甲種危険物取扱者模擬テスト : 本試験形式!(国家・資格シリー

ズ:263)
工藤政孝編著 弘文社 [2010.2] 711400347 資格＆就活 317.734//コウシ

徹底丸暗記!乙種第4類危険物取扱者試験問題集
資格研究会

KAZUNO編著
弘文社 2013.8 711400346 資格＆就活 317.734//テツテ

わかりやすい!乙種第4類危険物取扱者試験 [第7版](国家・資格

シリーズ:102)
工藤政孝編著 弘文社

[2013.10

]
711400268 資格＆就活 317.734//ワカリ

わかりやすい!甲種危険物取扱者試験 工藤政孝編著 弘文社
[2008.12

]
711400278 資格＆就活 317.734//ワカリ

グラフィック憲法入門(グラフィック「法学」:2) 毛利透著
新世社/サイエンス

社 (発売)
2014.6 711400405 開架図書 323.14//グラフ

憲法 第5版(新法学ライブラリ:2) 長谷部恭男著
新世社/サイエンス

社 (発売)
2011.3 711400406 開架図書 323.14//ケンポ

憲法判例百選 第6版 1(別冊ジュリスト:No. 217-218)
長谷部恭男, 石川

健治, 宍戸常寿編
有斐閣

2013.11-

2013.12
711400408 開架図書 323.14//ケンポ

憲法 第5版 1 野中俊彦 [ほか] 著 有斐閣 2012.3 711400407 開架図書
323.14//ケンポ

//1

Excelで学ぶ時系列分析と予測
高橋玲子 [ほか] 共

著
オーム社 2006.11 711400205 開架図書 331.19//EXC

日経キーワード : 日経を読みこなす! 2015-2016 日経HR編集部編著 日経HR 2014.12 711400877 資格＆就活
332.107//ニツケ

//2015-2016

Excelで学ぶオペレーションズリサーチ
大野勝久, 逆瀬川

浩孝, 中出康一著
近代科学社 2014.1 711400193 開架図書 336.1//EXC

ケースブック管理会計(ライブラリケースブック会計学:4) 上總康行著
新世社/サイエンス

社 (発売)
2014.11 711400898 開架図書 336.84//ケスブ

A guide to the project management body of knowledge

(PMBOK guide) 5th ed : pbk

Project

Management

Institute

c2013 711400913 開架大型 336//GUI

経営管理 新版(有斐閣アルマ:Specialized)
塩次喜代明, 高橋

伸夫, 小林敏男著
有斐閣 2009.4 711400907 開架図書 336//ケイエ

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド) 第5

版

Project

Management

Institute

c2013 711400912 開架大型 336//プロジ

最新クレジット/ローン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 第3版(How-nual図解入

門. 業界研究)

平木恭一著 秀和システム 2011.6 711400295 シラバス 338.7//サイシ

ケータイの2000年代 : 成熟するモバイル社会
松田美佐, 土橋臣

吾, 辻泉編
東京大学出版会 2014.1 711400825 開架図書 361.45//ケタイ

「察しのいい人」と言われる人は、みんな「傾聴力」をもって

いる(講談社+α新書:615-1A)
佐藤綾子 [著] 講談社 2013.4 711400775 新書・文庫本 361.45//サツシ

非言語 (ノンバーバル) コミュニケーション(新潮選書)

マジョリー・F・

ヴァーガス著/石丸

正訳

新潮社 1987.9 711400771 開架図書 361.45//ノンバ

非言語表現の威力 : パフォーマンス学実践講義(講談社現代新

書:2273)
佐藤綾子著 講談社 2014.7 711400764 新書・文庫本 361.45//ヒゲン

キャリア・パスウェイ : 仕事・生き方の道しるべ

N.E.アムンドソン,

G.R.ポーネル著/河

崎智恵監訳

ナカニシヤ出版 2005.12 711400083 シラバス 366.29//キヤリ

生活支援工学概論

日本生活支援工学

会, 日本リハビリ

テーション工学協

会共編

コロナ社 2013.11 711400224 開架図書 369.1//セイカ

ヒトの運動機能と移動のための次世代技術開発 : 使用者に寄り

添う支援機器の普及へ向けて
井上剛伸編著

エヌ・ティー・エ

ス
2014.2 711400343 開架図書 369.1//ヒトノ

教育の方法(放送大学叢書:011) 佐藤学著 左右社 2010.7 711400287 シラバス 375.1//キヨウ
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インストラクショナルデザインとテクノロジ : 教える技術の動

向と課題

R.A.リーサー, J.V.

デンプシー編/半田

純子 [ほか] 訳

北大路書房 2013.9 711400821 開架図書 377.15//インス

18歳からのメンタルトレーニング : これからの大学生活や就職

活動に役立つ12の習慣
亀田高志著

メディア総研/アジ

ア平和貢献セン

ター

2010.10 711400889 資格＆就活 377.9//18サ

学生と若者のためのキャリアデザイン教室 長谷川昌弘著 電気書院 2012.3 711400878 資格＆就活 377.9//ガクセ

業界と職種がわかる本 : 世界一わかりやすい '16 イノウ編著 自由国民社 2010.6- 711400874 資格＆就活
377.9//ギヨウ

//2016

最新最強の作文・小論文 '16年版
成美堂出版編集部

編
成美堂出版 2006.8- 711400858 資格＆就活

377.9//サイシ

//2016

最新最強の就職面接 '16年版 福沢恵子著 成美堂出版 2007.8- 711400860 資格＆就活
377.9//サイシ

//2016

最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 '16年版
成美堂出版編集部

編
成美堂出版 2009.7- 711400861 資格＆就活

377.9//サイシ

//2016

就活難民にならないための大学生活30のルール 最新版 常見陽平著 主婦の友社 2014.4 711400869 資格＆就活 377.9//シユウ

就活の敬語 唐沢明著
日本能率協会マネ

ジメントセンター
2011.10 711400890 資格＆就活 377.9//シユウ

大学生のキャリア開発 : 自分らしく働くための処方箋 梶原豊 [ほか] 著 同友館 2014.4 711400862 資格＆就活 377.9//ダイガ

内定に直結する就活ノート術 : 自分だけの情報で自己PRに差が

つく!
坂本直文著 日本実業出版社 2009.10 711400875 資格＆就活 377.9//ナイテ

内定者が本当にやった究極の自己分析 '16年版 阪東恭一著 成美堂出版 2009.7- 711400859 資格＆就活
377.9//ナイテ

//2016

内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 [2016年

度版]
坂本直文著 高橋書店

[2004.12

]-
711400863 資格＆就活

377.9//ナイテ

//2016

ハイレベル面接術 : 人気企業を目指す人のための : 面接官の心

の裏を知り尽くした心理学者が書いた!「100人中の1人」にな

る極意

伊東明著 ダイヤモンド社 2010.9 711400872 資格＆就活 377.9//ハイレ

「働きたくない」というあなたへ 山田ズーニー著 河出書房新社 2010.8 711400868 資格＆就活 377.9//ハタラ

ロジカル面接術 : Marketing of yourself いま企業は論理的な人

を求めている! 2016年基本編

津田久資,下川美奈

著
ワック 2001.11- 711400873 資格＆就活 377.9//ロジカ

科学技術英和大辞典 : ハンディコンパクト 第2版
富井篤編/edited by

Atsushi Tomii
オーム社 2012.5 711400220 辞書ハンドブック 403.3//カガク

科学技術和英大辞典 : ハンディコンパクト 第3版 富井篤編 オーム社 2012.4 711400221 辞書ハンドブック 403.3//カガク

科学・技術と現代社会 上 池内了 [著] みすず書房 2014.10 711400993 開架図書 404//カガク//1

科学・技術と現代社会 下 池内了 [著] みすず書房 2014.10 711400994 開架図書 404//カガク//2

Judy先生の成功する理系英語プレゼンテーション

野口ジュディー,

照井雅子, 藤田清

士著

講談社 2014.2 711400212 開架図書 407//JUD

日本人研究者のための絶対できる英語プレゼンテーション

Philip Hawke,

Robert F. Whittier

著/福田忍訳

羊土社 2011.12 711400820 開架図書 407//ニホン

理科系のための実戦英語プレゼンテーション CD付改訂版 廣岡慶彦著 朝倉書店 2014.3 711400301 開架図書 407//リカケ

集合論入門(ちくま学芸文庫:[セ3-1]) 赤攝也著 筑摩書房 2014.3 711400041 新書・文庫本 408//チクマ

電気にかけた生涯 : ギルバートからマックスウェルまで(ちくま

学芸文庫:[フ36-1])
藤宗寛治著 筑摩書房 2014.2 711400042 新書・文庫本 408//チクマ

物理学入門 : 力と運動(ちくま学芸文庫:[タ42-1]) 武谷三男著 筑摩書房 2014.5 711400086 新書・文庫本 408//チクマ

パスカル数学論文集(ちくま学芸文庫:[ハ40-1])
ブレーズ・パスカ

ル著/原亨吉訳
筑摩書房 2014.4 711400403 新書・文庫本 408//チクマ

自然とギリシャ人/科学と人間性(ちくま学芸文庫:[シ15-2])

エルヴィン・シュ

レーディンガー著/

水谷淳訳

筑摩書房 2014.7 711400404 新書・文庫本 408//チクマ

数学をいかに教えるか(ちくま学芸文庫:[シ20-5]) 志村五郎著 筑摩書房 2014.8 711400423 新書・文庫本 408//チクマ
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問題をどう解くか : 問題解決の理論(ちくま学芸文庫:[ウ22-1])

ウェイン・A.ウィ

ケルグレン著/矢野

健太郎訳

筑摩書房 2014.8 711400429 新書・文庫本 408//チクマ

確率論入門(ちくま学芸文庫:[セ3-2]) 赤攝也著 筑摩書房 2014.9 711400505 新書・文庫本 408//チクマ

精神と自然 : ワイル講演録(ちくま学芸文庫:[ワ12-3])

ヘルマン・ワイル

著/ピーター・ペ

ジック編/岡村浩訳

筑摩書房 2014.10 711400578 新書・文庫本 408//チクマ

数学文章作法 推敲編(ちくま学芸文庫:[ユ-4-1], [ユ-4-2]) 結城浩著 筑摩書房 2013.4- 711400896 新書・文庫本 408//チクマ

作用素環の数理 : ノイマン・コレクション(ちくま学芸文庫:[フ

29-6])

J.フォン・ノイマ

ン著/長田まりゑ編

訳/岡安類, 片山良

一, 長田尚訳

筑摩書房 2015.1 711400897 新書・文庫本 408//チクマ

学校数学事典 : カラー図解

Fritz Reinhardt著

/Carsten

Reinhardt, Ingo

Reinhardt図作/長

岡昇勇, 長岡由美

子訳

共立出版 2014.4 711400300 辞書ハンドブック 410.3//ガツコ

数学事典 : カラー図解

Fritz Reinhardt,

Heinrich Soeder著

/Gerd Falk図作/浪

川幸彦 [ほか] 訳

共立出版 2012.8 711400185 辞書ハンドブック 410.3//スウガ

数学小辞典 第2版 / 東京理科大学数学教育研究所第2版編集 矢野健太郎編著 共立出版 2010.4 711400298 辞書ハンドブック 410.3//スウガ

朝倉数学ハンドブック 応用編
飯高茂, 楠岡成雄,

室田一雄編集
朝倉書店

2010.5-

2011.8
711400234 辞書ハンドブック 410.36//アサク

基礎数学編(I/O books. 理系大学院入試問題演習)
姫野俊一著/I/O編

集部編
工学社 2013.2 711400233 資格＆就活 410.7//キソス

大学編入試験問題数学/徹底演習 : 微分積分・線形代数・応用数

学・確率 第3版

林義実, 小谷泰介

共著
森北出版 2013.11 711400207 開架図書 410.7//ダイガ

数学の証明のしかた(発見的教授法による数学シリーズ:1) 秋山仁著 森北出版 2014.4 711400186 開架図書 410.8//ハツケ//1

数学の技巧的な解きかた(発見的教授法による数学シリーズ:2) 秋山仁著 森北出版 2014.4 711400214 開架図書 410.8//ハツケ//2

数学の発想のしかた(発見的教授法による数学シリーズ:3) 秋山仁著 森北出版 2014.4 711400183 開架図書 410.8//ハツケ//3

数学の視覚的な解きかた(発見的教授法による数学シリーズ:4) 秋山仁著 森北出版 2014.4 711400182 開架図書 410.8//ハツケ//4

立体のとらえかた(発見的教授法による数学シリーズ:5) 秋山仁著 森北出版 2014.4 711400189 開架図書 410.8//ハツケ//5

今日から使える!MATLAB : 数値計算から古典制御まで
青山貴伸, 蔵本一

峰, 森口肇著
講談社 2014.4 711400245 開架図書 410//キヨウ

この数学書がおもしろい 増補新版 数学書房編集部編 数学書房 2011.7 711400345 開架図書 410//コノス

よくわかる数学記号 : 力学に出てくる量と単位
田崎良佑, 山川雄

司, 渡邉彰裕共著
パワー社 2012.2 711400188 開架図書 410//ヨクワ

Calculus : an intuitive and physical approach 2nd ed : pbk Morris Kline Dover 1998 711400022 シラバス 413.3//CAL

微積分学講義 上

Howard Anton, Irl

Bivens, Stephen

Davis著/井川満訳

京都大学学術出版

会

2013-

2014.5
711400225 開架図書 413.3//ビセキ//1

微積分学講義 中

Howard Anton, Irl

Bivens, Stephen

Davis著/井川満訳

京都大学学術出版

会

2013-

2014.5
711400351 開架図書 413.3//ビセキ//2
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微積分学講義 下

Howard Anton, Irl

Bivens, Stephen

Davis著/井川満訳

京都大学学術出版

会

2013-

2014.5
711400231 開架図書 413.3//ビセキ//3

微分積分入門 : 1変数
山形大学数理科学

科編
裳華房 2004.10 711400539 開架図書 413.3//ビブン

テキスト複素解析 小寺平治著 共立出版 2010.10 711400290 シラバス 413.52//テキス

複素関数とその応用 : 複素平面でみえる物理を理解するために

(フロー式物理演習シリーズ:2)
佐藤透著 共立出版 2013.11 711400184 開架図書 413.52//フクソ

応用解析ハンドブック

増田久弥編/シュプ

リンガー・ジャパ

ン編集

丸善出版 2012.1 711400340 開架図書 413//オウヨ

解析演習ハンドブック 普及版 一変数関数編
永倉安次郎, 宮岡

悦良著
朝倉書店 2004.6 711400339 開架図書 413//カイセ

解析演習ハンドブック 普及版 多変数関数編
永倉安次郎, 宮岡

悦良著
朝倉書店 2004.6 711400348 開架図書 413//カイセ

ベクトル解析と微分形式 : 要点講義 井田大輔著 東洋書店 2008.9 711400243 開架図書 414.7//ベクト

マンガでわかる確率入門 : 確率でギャンブルに強くなれる?テ

ストにヤマカンで正解する確率は?(サイエンス・アイ新書:SIS-

108)

野口哲典著
ソフトバンククリ

エイティブ
2009.4 711400025 新書・文庫本 417.1//マンガ

Think Stats : プログラマのための統計入門

Allen B.Downey著/

黒川洋, 黒川利明

訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2012.8 711400814 開架図書 417//THI

Think Bayes : プログラマのためのベイズ統計入門
Allen B. Downey著

/黒川利明訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2014.9 711400815 開架図書 417//THI

組合せ最適化 : 理論とアルゴリズム 第2版

B. コルテ, J.

フィーゲン著/浅野

孝夫 [ほか] 訳

丸善出版 2012.1 711400341 開架図書 417//クミア

現場ですぐ使える時系列データ分析 : データサイエンティスト

のための基礎知識

横内大介, 青木義

充著
技術評論社 2014.3 711400816 開架図書 417//ゲンバ

統計的学習の基礎 : データマイニング・推論・予測
トレバー・ヘイス

ティ, ロバート・
共立出版 2014.6 711400802 開架図書 417//トウケ

はじめての最適化 関口良行著 近代科学社 2014.1 711400194 開架図書 417//ハジメ

マンガでわかる統計学 回帰分析編

高橋信著/トレン

ド・プロマンガ制

作

オーム社 2004.7- 711400275 開架図書 417//マンガ

マンガでわかる統計学 因子分析編

高橋信著/トレン

ド・プロマンガ制

作

オーム社 2004.7- 711400325 開架図書 417//マンガ

カラー図解物理学事典

Hans Breuer著

/Rosemarie Breuer

図作/杉原亮 [ほか]

訳

共立出版 2009.8 711400236 辞書ハンドブック 420.3//カラズ

バットマンは飛べるが着地できない : アニメ・特撮のヒーロー

を科学する
木野仁著 彩図社 2014.5 711400525 開架図書 420.4//バツト

CGのための物理シミュレーションの基礎 藤澤誠著 マイナビ 2013.11 711400249 開架図書 420//CGノ

物理学実験 2014年度版 加藤宏朗[ほか]著
山形大学工学部物

理学講座
711400021 シラバス

420//ブツリ

//2014

物理学実験 2014年度版 加藤宏朗[ほか]著
山形大学工学部物

理学講座
711400541 シラバス

420//ブツリ

//2014

マンガでわかる相対性理論
山本将史著/高津ケ

イタ作画
オーム社 2009.6 711400032 開架図書 421.2//マンガ

シュレディンガー方程式 : 基礎からの量子力学攻略(フロー式物

理演習シリーズ:19)
鈴木克彦著 共立出版 2013.10 711400253 開架図書 421.3//シユレ

スピンと角運動量 : 量子の世界の回転運動を理解するために(フ

ロー式物理演習シリーズ:20)
岡本良治著 共立出版 2014.2 711400303 開架図書 421.3//スピン

量子統計力学 : マクロな現象を量子力学から理解するために(フ

ロー式物理演習シリーズ:10)

石原純夫, 泉田渉

著
共立出版 2014.4 711400240 開架図書 421.3//リヨウ
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図解入門物理数学 : おもしろいほどよくわかる! 京極一樹著 アーク出版 2014.3 711400211 開架図書 421.5//ズカイ

物理現象の数学的諸原理 : 現代数理物理学入門 新井朝雄著 共立出版 2003.2 711400237 開架図書 421//ブツリ

実験力学ハンドブック
日本実験力学会編

集
朝倉書店 2008.1 711400349 辞書ハンドブック 423//ジツケ

振動と波動 : 身近な普遍的現象を理解するために(フロー式物理

演習シリーズ:6)
田中秀数著 共立出版 2014.5 711400238 開架図書 424//シンド

イラストレイテッド光の科学
田所利康, 石川謙

著
朝倉書店 2014.10 711400997 開架図書 425//イラス

マクスウェル方程式 : 電磁気学のよりよい理解のために 新版

(SGC books : for senior & graduate courses:P4)
北野正雄著 サイエンス社 2009.2 711400235 開架図書 427.1//マクス

Maximaによる電磁気学入門(I/O books) 赤間世紀著 工学社 2012.6 711400190 開架図書 427//MAX

Nanoscience with liquid crystals : from self-organized

nanostructures to applications : hbk(Nanoscience and

technology)

Quan Li editor Springer c2014 711400726 開架図書 428.3//NAN

電子物性 I ・II/量子物理/電子物性演習 第8版 大嶋重利著

山形大学工学部電

気電子工学科電子

物性系講義テキス

ト検討委員会

2014.4 711400020 シラバス 428.4//デンシ

化学総合資料 増補新訂版(サイエンスビュー) 実教出版編修部編 実教出版 2014.3 711400289 シラバス 430//カガク

機械・材料設計に生かす実践分子動力学シミュレーション : 汎

用コードで設計を始めるための実践的知識

泉聡志, 増田裕寿

共著
森北出版 2013.11 711400181 開架図書 431.1//キカイ

周期表 : いまも進化中(サイエンス・パレット:002)
Eric R.Scerri著/渡

辺正訳
丸善出版 2013.5 711400073 新書・文庫本 431.11//シユウ

マンガでわかる元素118 : 元素の発見者から意外な歴史、最先

端の応用テクノロジーまで(サイエンス・アイ新書:SIS-229)
齋藤勝裕著

ソフトバンククリ

エイティブ
2011.12 711400026 新書・文庫本 431.11//マンガ

量子化学 : 基礎からのアプローチ 真船文隆著 化学同人 2008.1 711400702 開架図書 431.19//リヨウ

ゼータ電位利用集 : 分野別 : 基礎/測定/解釈・濃厚/非水系・分

散安定等
情報機構 [2008.9] 711400507 開架図書 431.8//ゼタデ

From single molecules to nanoscopically structured

materials(Advances in polymer science:260)

Thomas Basché,

Klaus Müllen,

Manfred Schmidt,

editors/with

contributions by T.

Basché ... [et al.]

Springer c2014 711400358 開架図書 431//ADV//260

Polymeric cryogels : macroporous gels with remarkable

properties(Advances in polymer science:263)

Oguz Okay,

editor/with

contributions by F.

Auriemma ... [et

al.]

Springer c2014 711400382 開架図書 431//ADV//263

Non-linear viscoelasticity of rubber composites and

nanocomposites : influence of filler geometry and size in

different length scales(Advances in polymer science:264)

Deepalekshmi

Ponnamma, Sabu

Thomas, editors

Springer c2014 711400847 開架図書 431//ADV//264

P3HT revisited – from molecular scale to solar cell

devices(Advances in polymer science:265)

Sabine Ludwigs,

editor/with

contributions by D.

Andrienko ... [et

al.]

Springer 2014 711400833 開架図書 431//ADV//265
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Porous carbons -- hyperbranched polymers -- polymer

solvation(Advances in polymer science:266)

Timothy E. Long,

Brigitte Voit, Oguz

Okay, editors/with

contributions by S.

Banerjee ... [et al.]

Springer c2015 711400965 開架図書 431//ADV//266

Organic-inorganic hybrid nanomaterials(Advances in polymer

science:267)

Susheel Kalia,

Yuvaraj Haldorai,

editors

Springer c2015 711400922 開架図書 431//ADV//267

化学実験の事故事例・事故防止ハンドブック 鈴木仁美著 丸善出版 2014.1 711400717 辞書ハンドブック 432.1//カガク

機能高分子工学実験 2014

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
2014 711400543 シラバス

432//キノウ

//2014

実験を安全に行うために 第3版 続 化学同人編集部編 化学同人 2007.2 711400291 シラバス 432//ジツケ

製品中に含まれる(超)微量成分・不純物の同定・定量ノウハウ 田崎裕人企画編集 技術情報協会 2014.3 711400983 開架大型 433//セイヒ

分析化学

Séamus P.J.

Higson著/阿部芳

廣, 渋川雅美, 角田

欣一訳

東京化学同人 2006.11 711400297 シラバス 433//ブンセ

分析化学 改訂版
黒田六郎, 杉谷嘉

則, 渋川雅美共著
裳華房 2004.3 711400995 開架図書 433//ブンセ

ヨウ素綜説 増補改訂 松岡敬一郎著 霞ケ関出版 1992.4 711400506 開架図書 435.36//ヨウソ

黒鉛層間化合物(Basic selection)(アドバンスド・カーボンシ

リーズ:2)

炭素材料学会編/稲

垣道夫[ほか]著

リアライズ理工セ

ンター
2012.2 711400354 開架図書 435.6//アドバ//2

グラフェンの機能と応用展望 2(エレクトロニクスシリーズ) 斉木幸一朗監修 シーエムシー出版 2012.12 711400977 開架図書 435.6//グラフ//2

炭素文明論 : 「元素の王者」が歴史を動かす(新潮選書) 佐藤健太郎著 新潮社 2013.7 711400267 開架図書 435.6//タンソ

Organic chemistry 8th ed John McMurry Brooks/Cole c2012 711401002 開架図書 437//ORG

Study guide and solutions manual for McMurry and Simanek's

fundamentals of organic chemistry 6th ed
Susan McMurry

Thomson

Brooks/Cole/東京

化学同人 (発売)

2007.10 711400280 開架大型 437//STU

マンガでわかる有機化学 : 結合と反応のふしぎから環境にやさ

しい化合物まで(サイエンス・アイ新書:SIS-136)
斎藤勝裕著

ソフトバンククリ

エイティブ
2009.10 711400028 新書・文庫本 437//マンガ

地理情報プログラミングの基本と応用 : 完全解説 : スマート

フォン&タブレットでもPCでも必須の知識を集成!!
川俣晶著 技術評論社 2012.11 711400818 開架図書 448.9//チリジ

奇跡の惑星地球の科学 : 誕生と歴史, 構造と環境(ニュートン別

冊)(NEWTONムック)
ニュートンプレス 2014.1 711400283 シラバス 450//キセキ

ヘンダーソン生物学用語辞典

Eleanor Lawrence

編/生物学用語辞典

編集委員会責任翻

訳

オーム社 2012.9 711400302 辞書ハンドブック 460.3//ヘンダ

最新動物細胞培養の手法と細胞死・増殖不良・細胞変異を防止

する技術
菅原隆企画編集 技術情報協会 2014.4 711400982 開架大型 463.5//サイシ

Computer and information science(Computational molecular

science:v. 1)

editors, Peter R.

Schreiner ... [et al.]
Wiley 2014 711400623 開架大型 464.1//COM//1

Electronic structure theory(Computational molecular science:v.

2)

editors, Peter R.

Schreiner ... [et al.]
Wiley 2014 711400624 開架大型 464.1//COM//2
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Simulation methods(Computational molecular science:v. 3)
editors, Peter R.

Schreiner ... [et al.]
Wiley 2014 711400625 開架大型 464.1//COM//3

Structure and mechanism(Computational molecular science:v.

4)

editors, Peter R.

Schreiner ... [et al.]
Wiley 2014 711400626 開架大型 464.1//COM//4

Theoretical and physical chemistry(Computational molecular

science:v. 5)

editors, Peter R.

Schreiner ... [et al.]
Wiley 2014 711400627 開架大型 464.1//COM//5

Software(Computational molecular science:v. 6)
editors, Peter R.

Schreiner ... [et al.]
Wiley 2014 711400628 開架大型 464.1//COM//6

シクロデキストリンの科学と技術(新材料・新素材シリーズ)
寺尾啓二, 池田宰

監修
シーエムシー出版 2013.12 711400934 開架図書 464.3//シクロ

生命の化学と分子生物学

E.J.Wood,

C.A.Smith,

W.R.Pickering著/

林利彦, 水野一乘

訳

東京化学同人 1999.10 711400537 開架図書 464//セイメ

マクマリー生物有機化学 第4版 生化学編

John McMurry [ほ

か著]/菅原二三男

[ほか] 訳

丸善出版 2014.3- 711400739 開架図書 464//マクマ

マンガでわかる菌のふしぎ : 肌をピカピカにして性別も決める

細菌とは? 火星由来の細菌があるってホント?(サイエンス・ア

イ新書:SIS-153)

中西貴之著
ソフトバンククリ

エイティブ
2010.2 711400027 新書・文庫本 465.8//マンガ

ヒューマン : なぜヒトは人間になれたのか
NHKスペシャル取

材班著

角川書店/角川グ

ループパブリッシ

ング (発売)

2012.1 711400716 開架図書 469//ヒユマ

ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学(中公新書:1087) 本川達雄著 中央公論社 1992.8 711400095 新書・文庫本 481.3//ゾウノ

国際学会Englishポスター発表 C.S. Langham著 医歯薬出版 2013.8 711400765 開架図書 490.7//コクサ

国際学会Englishスピーキング・エクササイズ : 口演・発表・応

答
C.S. Langham著 医歯薬出版 2010.3 711400766 開架図書 490.7//コクサ

国際論文English査読・執筆ハンドブック C.S. Langham著 医歯薬出版 2011.10 711400767 開架図書 490.7//コクサ

細胞培養実習テキスト
日本組織培養学会

編
じほう 2013.3 711400435 開架図書 491.11//サイボ

細胞培養実習テキスト
日本組織培養学会

編
じほう 2013.3 711400436 開架図書 491.11//サイボ

細胞培養実習テキスト
日本組織培養学会

編
じほう 2013.3 711400437 開架図書 491.11//サイボ

脳のなかの倫理 : 脳倫理学序説

マイケル・S.ガザ

ニガ著/梶山あゆみ

訳

紀伊國屋書店 2006.2 711400338 開架図書 491.371//ノウノ

キャサレット&ドール トキシコロジー : the basic science of

poisons

Curtis D. Klaassen

編/仮家公夫 [ほか]

総監訳

サイエンティスト

社
2004.11 711400981 開架大型 491.59//キヤサ

トキシコロジー 新版

日本トキシコロ

ジー学会教育委員

会編

朝倉書店 2009.7 711400987 開架図書 491.59//トキシ

トキシコロジー用語事典
日本トキシコロ

ジー学会編集
じほう 2003.7 711401016 辞書ハンドブック 491.59//トキシ

がん生物学イラストレイテッド
渋谷正史, 湯浅保

仁編集
羊土社 2011.7 711400740 開架図書 491.65//ガンセ

消化器 第4版(病気がみえる:v. 1)
医療情報科学研究

所編

メディックメディ

ア
2010.4 711400438 開架図書 492//ビヨウ//1

産科 第3版(病気がみえる:v. 10)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2013.3 711400445 開架図書 492//ビヨウ//10

循環器 第3版(病気がみえる:v. 2)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2010.8 711400439 開架図書 492//ビヨウ//2
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糖尿病・代謝・内分泌 第4版(病気がみえる:v. 3)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2014.9 711400501 開架図書 492//ビヨウ//3

呼吸器 第2版(病気がみえる:v. 4)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2013.3 711400440 開架図書 492//ビヨウ//4

血液(病気がみえる:v. 5)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2008.11 711400441 開架図書 492//ビヨウ//5

免疫・膠原病・感染症(病気がみえる:v. 6)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2009.11 711400442 開架図書 492//ビヨウ//6

脳・神経(病気がみえる:v. 7)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2011.3 711400443 開架図書 492//ビヨウ//7

腎・泌尿器 第2版(病気がみえる:v. 8)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2014.9 711400502 開架図書 492//ビヨウ//8

婦人科・乳腺外科 第3版(病気がみえる:v. 9)
医療情報科学研究

所編
Medic Media 2013.3 711400444 開架図書 492//ビヨウ//9

検証・カネミ油症事件 川名英之著 緑風出版 2005.1 711400710 開架図書 493.15//ケンシ

朽ちていった命 : 被曝治療83日間の記録(新潮文庫:8047, え-16-

1)

NHK「東海村臨界

事故」取材班著
新潮社 2006.10 711400718 新書・文庫本 493.195//クチテ

パーソナル・ヘルスケア : ユビキタス、ウェアラブル医療実現

に向けたエレクトロニクス研究最前線
[達吉郎ほか執筆]

エヌ・ティー・エ

ス
2013.10 711400195 開架図書 498.3//パソナ

四大公害病 : 水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公

害(中公新書:2237)
政野淳子著 中央公論新社 2013.10 711400713 新書・文庫本 498.48//ヨンダ

創薬科学・医薬化学(ベーシック薬学教科書シリーズ:6) 橘高敦史編 化学同人 2007.10 711400545 開架図書 499.3//ソウヤ

ドラッグデザイン : 構造とリガンドに基づくアプローチ

Kenneth M. Merz,

Jr., Dagmar Ringe,

Charles H.

Reynolds編集

東京化学同人 2014.4 711400900 開架図書 499.3//ドラツ

ベーシック創薬化学
赤路健一, 林良雄,

津田裕子著
化学同人 2014.4 711400899 開架図書 499.3//ベシツ

Fast multipole boundary element method : theory and

applications in engineering : hbk
Yijun Liu

Cambridge

University Press
2009 711400762 開架図書 501.1//FAS

粒子法入門 : 流体シミュレーションの基礎から並列計算と可視

化まで

越塚誠一, 柴田和

也, 室谷浩平著
丸善出版 2014.6 711400711 開架図書 501.23//リユウ

2013 IEEE International Ultrasonics Symposium : (IUS 2013) :

Prague, Czech Republic, 21-25 July 2013 p. 1-732
IEEE c2013 711400006 開架大型

501.24//IEE//201

3-1

2013 IEEE International Ultrasonics Symposium : (IUS 2013) :

Prague, Czech Republic, 21-25 July 2013 p. 733-1463
IEEE c2013 711400007 開架大型

501.24//IEE//201

3-2

2013 IEEE International Ultrasonics Symposium : (IUS 2013) :

Prague, Czech Republic, 21-25 July 2013 p. 1464-2194
IEEE c2013 711400008 開架大型

501.24//IEE//201

3-3

2014 IEEE International Ultrasonics Symposium : (IUS 2014) :

Chicago, Illinois, USA 3-6 September 2014 p. 1-877
IEEE c2014 711400844 開架大型

501.24//IEE//201

4-1

2014 IEEE International Ultrasonics Symposium : (IUS 2014) :

Chicago, Illinois, USA 3-6 September 2014 p. 878-1753
IEEE c2014 711400845 開架大型

501.24//IEE//201

4-2

2014 IEEE International Ultrasonics Symposium : (IUS 2014) :

Chicago, Illinois, USA 3-6 September 2014 p. 1754-2630
IEEE c2014 711400846 開架大型

501.24//IEE//201

4-3

振動工学の基礎 新装版

岩壺卓三, 松久寛

編著/井上喜雄 [ほ

か] 共著

森北出版 2014.7 711400742 開架図書 501.24//シンド

Mass transfer Anthony F. Mills Prentice Hall c2001 711400387 シラバス 501.26//MAS

11 / 20 ページ



書名 著者名 出版者 出版日 資料ID 所在 請求記号

演習熱力学(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)
2012.11 711400198 開架大型 501.26//エンシ

線形方程式の反復解法(計算力学レクチャーコース)
日本計算工学会編/

藤野清次 [ほか] 著
丸善出版 2013.9 711400709 開架図書 501.3//センケ

演習材料力学(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)
2010.10 711400197 開架大型 501.32//エンシ

粒子個別要素法

Catherine

O'Sullivan著/鈴木

輝一訳

森北出版 2014.5 711400180 開架図書 501.32//リユウ

異方性材料の弾性論
中曽根祐司編著/田

中純夫 [ほか] 共著
コロナ社 2014.4 711400252 開架図書 501.33//イホウ

弾性学ハンドブック 普及版 中原一郎 [ほか] 著 朝倉書店 2012.6 711400223 辞書ハンドブック 501.33//ダンセ

計算力学 : 有限要素法の基礎 第2版

日本計算工学会編/

竹内則雄, 樫山和

男, 寺田賢二郎共

著

森北出版 2012.12 711400209 開架図書 501.34//ケイサ

Nanomaterials : processing and characterization with lasers

edited by Subhash

Chandra Singh ...

[et al.]

Wiley-VCH c2012 711400622 開架図書 501.4//NAN

カーボンナノチューブ・グラフェン分散技術の工業化と機能展

開 : 溶液・ポリマー・金属・セラミックスへの分散

中嶋直敏 [ほか] 執

筆
S&T出版 2014.2 711400218 開架大型 501.4//カボン

機能物質の集積膜と応用展開 普及版(CMCテクニカルライブラ

リー:492. 新材料・新素材シリーズ)
関隆広監修 シーエムシー出版 2014.3 711400985 開架図書 501.4//キノウ

金属ナノ・マイクロ粒子の最新技術と応用(新材料・新素材シ

リーズ)
米澤徹監修 シーエムシー出版 2013.11 711400979 開架図書 501.4//キンゾ

図解傾斜機能材料の基礎と応用
上村誠一, 渡辺義

見編著
コロナ社 2014.5 711400246 開架図書 501.4//ズカイ

ゾル-ゲル法の最新応用と展望(新材料・新素材シリーズ) 野上正行監修 シーエムシー出版 2014.2 711400980 開架図書 501.4//ゾルゲ

カーボン材料実験技術 : クラシックカーボンからナノカーボン

まで 製造・合成編
炭素材料学会 [編]

炭素材料学会/国際

文献社 (発売)
2013.11 711400933 開架大型 501.48//カボン

グラフェン・コンポジット : 炭素原子1個の薄さのシートによ

る社会・産業基幹材料の強靭化・高性能化

新谷紀雄 [ほか] 執

筆
S&T出版 2014.7 711400924 開架図書 501.48//グラフ

3次元CAD SolidWorks板金練習帳 アドライズ編 日刊工業新聞社 2013.3 711400200 開架図書 501.8//3ジゲ

人間中心設計の基礎(HCDライブラリー:第1巻)
黒須正明著/黒須正

明 [ほか] 編
近代科学社 2013.5 711400250 開架図書 501.8//HCD//1

人間中心設計の海外事例(HCDライブラリー:第2巻)

キャロル・ライヒ,

ジャニス・ジェー

ムズ著/HCDライブ

ラリー委員会訳/黒

須正明 [ほか] 編

近代科学社 2013.7 711400251 開架図書 501.8//HCD//2

SolidWorksによる3次元CAD : modeling drawing robocon 第2版
門脇重道 [ほか] 執

筆
実教出版 2012.4 711400199 開架図書 501.8//SOL

SolidWorks : 3次元CAD入門
水野谷啓希, 長坂

保美共著

丸善プラネット/丸

善株式会社出版事

業部 (発売)

2010.8 711400399 開架図書 501.8//SOL

SolidWorksコマンド徹底マスター : 逆引き3次元CAD学習 水野操著 日刊工業新聞社 2011.3 711400426 開架図書 501.8//SOL

SolidWorksによる3次元CAD : modeling・drawing・robocon
門脇重道監修・執

筆/高瀬善康執筆
実教出版 2008.4 711400427 開架図書 501.8//SOL
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思いのままのモノづくり美しい3D CAD : New Digital Sculpture

徹底解説
飯田吉秋著 オーム社 2008.5 711400424 開架図書 501.8//オモイ

実践SolidWorks : よくわかる3次元CADシステム アドライズ編 日刊工業新聞社 2008.11 711400201 開架図書 501.8//ジツセ

図解SolidWorks実習 : 3次元CAD完全マスター 第2版
栗山晃治, 新間寛

之共著
森北出版 2012.10 711400232 開架図書 501.8//ズカイ

図解SolidWorks実習 : 3次元CAD完全マスター 第2版
栗山晃治, 新間寛

之共著
森北出版 2012.10 711400277 開架図書 501.8//ズカイ

徹底解説AutoCAD LT 2014/2013
鈴木裕二, 伊藤美

樹著
エクスナレッジ 2013.10 711400704 開架図書 501.8//テツテ

フェラーリと鉄瓶 : 一本の線から生まれる「価値あるものづく

り」(PHP文庫:[お63-1])
奥山清行著 PHP研究所 2010.7 711400492 新書・文庫本 501.8//フエラ

よくわかるSolidWorks演習 モデリングマスター編 アドライズ編 日刊工業新聞社 2011.1 711400229 開架図書 501.8//ヨクワ

よくわかる3次元CADシステムSolidWorks入門 part3 牛山直樹著 日刊工業新聞社
2007.7-

2013.9
711400204 開架図書 501.8//ヨクワ//3

よくわかる3次元CADシステムSolidWorks入門 part3 牛山直樹著 日刊工業新聞社
2007.7-

2013.9
711400276 開架図書 501.8//ヨクワ//3

鉄鋼 2: 2014(JISハンドブック:1, 1-2) 日本規格協会編集 日本規格協会 1995- 711400708 開架図書 501//JIS//2

基礎材料力学 改訂版

小泉堯監修/笠野英

秋, 原利昭, 水口義

久共著

養賢堂 2014.2 711400327 開架図書 501//キソザ

ごみゼロ社会は実現できるか(シリーズ21世紀のエネルギー:6)
行本正雄, 西哲生,

立田真文共著
コロナ社 2006.10 711400079 開架図書 501//シリズ//6

石油資源の行方 : 石油資源はあとどれくらいあるのか(シリーズ

21世紀のエネルギー:8)

日本エネルギー学

会, 石油天然ガ

ス・金属鉱物資源

機構(JOGMEC)調

査部編

コロナ社 2009.4 711400080 開架図書 501//シリズ//8

技術系文書作成法
東山禎夫, 仁科浩

美著
2014.4 711400015 シラバス 507//ギジユ

技術者倫理入門 : JABEE対応 小出泰士著 丸善 2010.5 711400715 開架図書 507//ギジユ

ものづくり成長戦略 : 「産・金・官・学」の地域連携が日本を

変える(光文社新書:654)

藤本隆宏, 柴田孝

編著
光文社 2013.8 711400903 新書・文庫本 509.21//モノズ

生産システム編(Management text. 生産マネジメント入門:1) 藤本隆宏著 日本経済新聞社 2001.6 711400905 開架図書 509.6//セイサ//1

生産資源・技術管理編(Management text. 生産マネジメント入

門:2)
藤本隆宏著 日本経済新聞社 2001.6 711400906 開架図書 509.6//セイサ//2

Engineering a safer world : systems thinking applied to

safety(Engineering systems series)
Nancy G. Leveson MIT Press c2011 711400725 開架図書 509.8//ENG

環境マネジメントモデル規程・文例集
環境管理文書研究

会編集
新日本法規出版 2012.9- 731400001 辞書ハンドブック 519.13//カンキ

環境科学 改訂版(専門基礎ライブラリー) 泉克幸 [ほか] 著 実教出版 2014.3 711400284 シラバス 519//カンキ

排水汚水 : 処理技術集成 vol.2
ブッカーズ企画・

編集

エヌ・ティー・エ

ス
2007.5- 711400856 開架図書 528.1//ハイス//2

演習振動学(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)
2012.12 711400227 開架大型 531.18//エンシ

機械工学のための力学(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)
2014.1 711400196 開架大型 531.3//キカイ

機械構造弾性力学 : 弾性力学の基礎とMATLABによる有限要素

解析
小松敬治著 森北出版 2013.10 711400222 開架図書 531.3//キカイ

トライボロジー再論 : 次世代のトライボロジストたちへ 木村好次著 養賢堂 2013.4 711400326 開架図書 531.8//トライ

3次元CAD・CAE・CAMを活用した創造的な機械設計 :

SolidWorksを活用した設計・製作

金沢大学設計教育

グループ著
日刊工業新聞社 2009.8 711400202 開架図書 531.9//3ジゲ

SolidWorksでできる設計者CAE : この部品はこうやって解析す

る!
水野操著 日刊工業新聞社 2012.2 711400203 開架図書 531.9//SOL
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はじめてのCAE : CAEを使いこなそう! : 300節点デモ版(フ

リー)で学ぶFemap with NX Nastran Version 10.0対応 第2版 静

解析編(Nastran楽々マスター講座)

榎戸正一著 ベリテ 2009.8 711400400 開架大型 531.9//ハジメ

はじめてのCAE : CAEを使いこなそう! : 300節点デモ版(フ

リー)で学ぶFemap with NX Nastran Version 10.0対応 熱解析編

(Nastran楽々マスター講座)

榎戸正一著 ベリテ 2010.1- 711400401 開架大型 531.9//ハジメ

はじめてのCAE : CAEを使いこなそう! : 300節点デモ版(フ

リー)で学ぶFemap with NX Nastran Version 10.0対応 振動解析

編(Nastran楽々マスター講座)

榎戸正一著 ベリテ 2010.1- 711400402 開架大型 531.9//ハジメ

機械工作実習テキスト [2014]
[山形大学工学部機

械工場]

[山形大学工学部機

械工場]
711400016 シラバス 532//キカイ

詳解2級ボイラー技士過去6回問題集 '14年版
コンデックス情報

研究所編著
成美堂出版 2014.3 711400273 資格＆就活

533.33//シヨウ

//2014

トコトンやさしいヒートポンプの本(B&Tブックス. 今日からモ

ノ知りシリーズ)
射場本忠彦監修 日刊工業新聞社 2010.7 711400269 開架図書 533.6//トコト

ヒートポンプ入門 : 地球温暖化対策の切り札
ヒートポンプ研究

会編/矢田部隆志著
オーム社 2007.3 711400272 開架図書 533.6//ヒトポ

絵ときヒートポンプ基礎のきそ(Machine design series) 大高敏男著 日刊工業新聞社 2011.9 711400271 開架図書 533.8//エトキ

サーマルマネジメント : 余熱・排熱の制御と有効利用
エヌ・ティー・エ

ス
2013.4 711400344 開架図書 533//サマル

未利用工場排熱の有効活用技術と実用展開 : 要素技術の開発・

高性能化と導入事例・システム
齋藤潔 [ほか] 執筆

サイエンス&テク

ノロジー
2014.3 711400219 開架図書 533//ミリヨ

キヤノン特許部隊(光文社新書:026) 丸島儀一著 光文社 2002.2 711400712 新書・文庫本 535.8//キヤノ

「自動運転」が拓く巨大市場 : 2020年に本格化するスマートモ

ビリティビジネスの行方(B&Tブックス)
井熊均編著 日刊工業新聞社 2013.12 711400241 開架図書 537.09//ジドウ

自動車オートパイロット開発最前線 : 要素技術開発から社会イ

ンフラ整備まで

エヌ・ティー・エ

ス
2014.5 711400342 開架図書 537.6//ジドウ

例題で学ぶ航空制御工学 片柳亮二著 技報堂出版 2014.1 711400213 開架図書 538.25//レイダ

電気法規と電気施設管理 平成26年度版 竹野正二著
東京電機大学出版

局
2007.3- 711400292 シラバス

540.91//デンキ

//2014

電気設備技術史
電気設備技術史編

集委員会編
電気設備学会 2013.3 711401000 開架大型 540.92//デンキ

電気電子工学実験Ⅰ,Ⅱ,Ⅲテキスト 改訂2版(3)
山形大学工学部電

気電子工学科編集

山形大学工学部電

気電子工学科
2014.4 711400017 シラバス 540//デンキ

詳説電気回路演習 : 初めて学ぶ問と解(設計技術シリーズ) 横山道央著 科学情報出版 2014.1 711400011 シラバス 541.1//シヨウ

マンガでわかる電気数学
田中賢一著/松下マ

イ作画
オーム社 2011.11 711400030 開架図書 541.2//マンガ

回路理論基礎(電気学会大学講座)
電気学会通信教育

会著/柳沢健執筆
電気学会 1986.9 711400546 開架図書 541//カイロ

知ろうとすること。(新潮文庫:10101, い-36-7)
早野龍五, 糸井重

里著
新潮社 2014.10 711401023 新書・文庫本 543.5//シロウ

信号処理の基礎(情報工学レクチャーシリーズ) 横田康成著 森北出版 2013.4 711400226 開架図書 547.1//シンゴ

信号解析 : 信号処理とデータ分析の基礎 馬杉正男著 森北出版 2013.4 711400309 開架図書 547.1//シンゴ

ディジタル・フィルタ理論&設計入門 : 無償ソフトウェアScilab

で試してビジュアルに学ぶ
三谷政昭著 CQ出版 2010.8 711400901 開架図書 547.1//デイジ

電磁波の吸収と遮蔽 新版
電磁波の吸収と遮

蔽編集委員会編
オーム社 2014.5 711401018 開架大型 547.51//デンジ

Advanced optical communication systems and networks(The

Artech House applied photonics series)

Milorad Cvijetic,

Ivan B. Djordjevic
Artech House c2013 711400935 開架図書 547.6//ADV

光・無線伝送技術の基礎と応用
前田幹夫, 生岩量

久, 鳥羽良和共著
コロナ社 2013.10 711400553 シラバス 547.6//ヒカリ
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Optical code division multiple access : a practical perspective :

hardback
Ken-ichi Kitayama

Cambridge

University Press
2014 711400923 開架図書 547.68//OPT

光通信工学(OHM大学テキスト) 北山研一編著 オーム社 2012.12 711400904 開架図書 547.68//ヒカリ

映像情報メディア工学大事典 基礎編
映像情報メディア

学会編
オーム社 2010.6 711400914 開架図書 547.8//エイゾ//1

映像情報メディア工学大事典 技術編
映像情報メディア

学会編
オーム社 2010.6 711400915 開架図書 547.8//エイゾ//2

映像情報メディア工学大事典 継承技術編
映像情報メディア

学会編
オーム社 2010.6 711400916 開架図書 547.8//エイゾ//3

映像情報メディア工学大事典 データ編
映像情報メディア

学会編
オーム社 2010.6 711400917 開架図書 547.8//エイゾ//4

Digital communication systems Simon Haykin Wiley c2014 711400936 開架図書 547//DIG

理論と実際 第2版 第1巻(実用マイクロ波技術講座:第1-5巻) 小西良弘著
ケイラボラトリー

/CQ出版 (発売)
2006.12 711400274 開架図書 547//ジツヨ//1

理論と実際 第2版 第2巻(実用マイクロ波技術講座:第1-5巻) 小西良弘著
ケイラボラトリー

/CQ出版 (発売)
2006.12 711400333 開架図書 547//ジツヨ//2

理論と実際 第2版 第3巻(実用マイクロ波技術講座:第1-5巻) 小西良弘著
ケイラボラトリー

/CQ出版 (発売)
2006.12 711400334 開架図書 547//ジツヨ//3

理論と実際 第2版 第4巻(実用マイクロ波技術講座:第1-5巻) 小西良弘著
ケイラボラトリー

/CQ出版 (発売)
2006.12 711400335 開架図書 547//ジツヨ//4

集積回路と応用 第2版(実用マイクロ波技術講座:第6巻) 本城和彦編
ケイラボラトリー

/CQ出版 (発売)
2006.12 711400336 開架図書 547//ジツヨ//6

情報ネットワークの仕組みを考える 新版
河西宏之, 北見憲

一, 坪井利憲著
朝倉書店 2014.9 711400549 シラバス 547//ジヨウ

世界の技術を支配するベル研究所の興亡
ジョン・ガート

ナー著/土方奈美訳
文藝春秋 2013.6 711400719 開架図書 547//セカイ

Raspberry Piユーザーガイド 第2版

Eben Upton,

Gareth Halfacree

共著/クイープ訳

インプレス 2014.9 711400743 開架図書 548.2//RAS

コンピュータ概論 第2刷

半谷精一郎, 見山

友裕, 長谷川幹雄

共著

コロナ社 2009.4 711400293 シラバス 548.2//コンピ

最新ストレージ用語辞典 第2版 IDEMA Japan編

日経BP社/日経BP

出版センター (発

売)

2008.10 711400288 シラバス 548.23//サイシ

Excel VBAによる制御工学 江口弘文著
東京電機大学出版

局
2014.1 711400208 開架図書 548.3//EXC

Optical fiber communication systems with MATLAB and

Simulink models 2nd. edition hbk.(Optics and photonics)
Le Nguyen Binh CRC Press c2015 711400937 開架図書 548.3//OPT

現代制御(OHM大学テキスト) 太田有三編著 オーム社 2014.3 711400305 開架図書 548.3//ゲンダ

困ったときにきっと役立つ機械制御の勘どころ 望月傳著 日刊工業新聞社 2011.11 711400248 開架図書 548.3//コマツ

シーケンス制御入門 新版 坪井照雄著 コロナ社 2003.4 711400299 開架図書 548.3//シケン

システム同定 : 部分空間法からのアプローチ 片山徹著 朝倉書店 2004.2 711400206 開架図書 548.3//システ

制御工学 : 技術者のための、理論・設計から実装まで(専門基礎

ライブラリー)

寺嶋一彦 [ほか] 著/

豊橋技術科学大

学・高等専門学校

制御工学教育連携

プロジェクト [編]

実教出版 2012.3 711400230 開架図書 548.3//セイギ

制御工学(OHM大学テキスト) 太田有三編著 オーム社 2012.11 711400244 開架図書 548.3//セイギ

制御工学 : フィードバック制御の考え方(計測と制御シリーズ)
斉藤制海, 徐粒共

著
森北出版 2003.1 711400550 開架図書 548.3//セイギ
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トコトンやさしい制御の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシ

リーズ)
門田和雄著 日刊工業新聞社 2011.7 711400239 開架図書 548.3//トコト

フィードバック制御の基礎と応用
背戸一登, 渡辺亨

著
コロナ社 2013.10 711400187 開架図書 548.3//フイド

フィードバック制御理論 : 安定化と最適化 志水清孝著 コロナ社 2013.11 711400192 開架図書 548.3//フイド

ブレッドボードで作る歩行ロボット(I/O books)
剣崎純著/I O編集

部編
工学社 2013.10 711400308 開架図書 548.3//ブレツ

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

集部編
工学社 2014.2 711400306 開架図書 548.31//MAX

Interface CD-ROM版 2013 CQ出版社 2001- 741400003 視聴覚 548//INT//2013

ハイブリッドシステムの制御(システム制御工学シリーズ:20)
井村順一, 東俊一,

増淵泉著
コロナ社 2014.1 711400307 開架図書 548//システ//20

ディジタル回路の基礎
角山正博, 中島繁

雄共著
森北出版 2009.10 711400551 シラバス 549.3//デイジ

マンガでわかるディジタル回路
天野英晴著/目黒広

治作画
オーム社 2013.12 711400029 開架図書 549.3//マンガ

メカトロニクス電子回路
別府俊幸, 渡邉修

治, 濱口哲也著
コロナ社 2014.4 711400304 開架図書 549.3//メカト

トランジスタ技術 CD-ROM版 2013 CQ出版社 1999- 741400002 視聴覚
549.6//トラン

//2013

ウェットプロセスによる精密薄膜コーティング技術 浅井希企画編集 技術情報協会 2014.8 711400918 開架大型 549.8//ウエツ

薄膜塗布技術と乾燥トラブル対策 vol.1
戸高宗一郎企画編

集
技術情報協会 2013.8 711400919 開架大型 549.8//ハクマ//1

薄膜塗布技術と乾燥トラブル対策 vol.2
戸高宗一郎企画編

集
技術情報協会 2013.8 711400920 開架大型 549.8//ハクマ//2

薄膜塗布技術と乾燥トラブル対策 vol.3
戸高宗一郎企画編

集
技術情報協会 2013.8 711400921 開架大型 549.8//ハクマ//3

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] 共著
コロナ社 2009.2 711400552 開架図書 549.8//パワエ

マンガでわかる半導体
渋谷道雄著/高山ヤ

マ作画
オーム社 2010.4 711400031 開架図書 549.8//マンガ

走査型プローブ顕微鏡入門 秦信宏編著 オーム社 2013.8 711400703 開架図書 549.97//ソウサ

集積回路工学 新版 1: プロセス・デバイス技術編(大学講義シ

リーズ)

永田穰, 柳井久義

共著
コロナ社

2005.9-

2007.10
711400548 シラバス 549//シユウ//1

Plant design and economics for chemical engineers 5th

ed(McGraw-Hill chemical engineering series)

Max S. Peters,

Klaus D.

Timmerhaus,

Ronald E. West

McGraw-Hill c2003 711401024 571.1//PLA

微粒子分散・凝集ハンドブック(ファインケミカルシリーズ) 川口春馬監修 シーエムシー出版 2014.9 711400986 開架図書 571.2//ビリユ

Encyclopedia of membrane science and technology v. 1

edited by Eric M.V.

Hoek, Volodymyr

V. Tarabara

Wiley c2013 711400615 開架図書 571.4//ENC//1

Encyclopedia of membrane science and technology v. 2

edited by Eric M.V.

Hoek, Volodymyr

V. Tarabara

Wiley c2013 711400616 開架図書 571.4//ENC//2

Encyclopedia of membrane science and technology v. 3

edited by Eric M.V.

Hoek, Volodymyr

V. Tarabara

Wiley c2013 711400617 開架図書 571.4//ENC//3

ガス吸収 増補(化学装置設計・操作シリーズ:2) 竹内寛 [ほか] 著 化学工業社 2001.1 711400753 開架図書 571.5//ガスキ

Diffusion : mass transfer in fluid systems 3rd ed : hardback E.L. Cussler
Cambridge

University Press
2009 711400355 シラバス 571//DIF
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Powder diffraction file : PDF : alphabetical indexes for

experimental patterns : inorganic phases : sets 1-64

compiled by the

International

Centre for

Diffraction Data in

cooperation with

American Ceramic

Society ... [et al.]

International

Centre for

Diffraction Data

c2014 711400569 1Fレファレンス 571//POW//1-64

Powder diffraction file : PDF : Hanawalt search manual for

experimental patterns : inorganic phases : sets 1-64

compiled by the

International

Centre for

Diffraction Data in

cooperation with :

American Ceramic

Society ... [et al.]

International

Centre for

Diffraction Data

c2014 711400570 1Fレファレンス 571//POW//1-64

Powder diffraction file set 64 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]- 711400571 1Fレファレンス 571//POW//64

基礎化学工学
須藤雅夫編著/須藤

雅夫 [ほか] 著
共立出版 2012.12 711400281 シラバス 571//キソカ

最新装置内の移動現象の解析と可視化(化学工学の進歩:45) 化学工学会監修 三恵社 2011.11 711400352 開架図書 571//サイシ

最新ミキシング技術の基礎と応用(化学工学の進歩:42) 化学工学会監修 三恵社 2008.10 711400353 開架図書 571//サイシ

ベーシック化学工学 橋本健治著 化学同人 2006.9 711400544 開架図書 571//ベシツ

Structures(Ceramics science and technology:1)

edited by Ralf

Riedel and I-Wei

Chen

Wiley-VCH c2008 711400618 開架図書 573//CER//1

Materials and properties(Ceramics science and technology:2)

edited by Ralf

Riedel and I-Wei

Chen

Wiley-VCH c2010 711400619 開架図書 573//CER//2

Synthesis and processing(Ceramics science and technology:3)

edited by Ralf

Riedel and I-Wei

Chen

Wiley-VCH c2012 711400620 開架図書 573//CER//3

Applications(Ceramics science and technology:4)

edited by Ralf

Riedel and I-Wei

Chen

Wiley-VCH c2013 711400621 開架図書 573//CER//4

未来を拓く粒子積層新コーティング技術 : コールド/ウォームス

プレー,エアロゾルデポジションのすべて(新材料・新素材シ

リーズ)

榊和彦, 小川和洋,

片野田洋編集
シーエムシー出版 2013.10 711400984 開架図書 576.89//ミライ

機能性アクリレートの選び方・使い方事例集 寺田千春企画編集 技術情報協会 2010.1 711400409 開架図書 578.4//キノウ

超分子材料の設計と応用展開(新材料・新素材シリーズ) 原田明監修 シーエムシー出版 2014.9 711400976 開架図書 578//チヨウ

ブロック共重合体の自己組織化技術の基礎と応用(新材料・新素

材シリーズ)

竹中幹人, 長谷川

博一監修
シーエムシー出版 2013.7 711400978 開架図書 578//ブロツ

西宮冷蔵たったひとりの反乱 : NHKテレビドラマ化記念出版
水谷洋一, 水谷甲

太郎編
鹿砦社 2009.3 711400705 開架図書 648.2//ニシノ
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フォースクエア位置情報の威力 : 人の心をとらえて離さない7

つの方法

カーマイン・ガロ

著/滑川海彦, 高橋

信夫訳

日経BP社/日経BP

マーケティング

(発売)

2012.7 711400781 開架図書 675//フオス

色のユニバーサルデザイン : 誰もが見分けやすく美しい色の選

び方
日本色彩研究所著 グラフィック社 2012.3 711400706 開架図書 757.3//イロノ

テクネ : 映像の教科書 : DVD book
NHKテクネ制作班

著
小学館 2013.11 711400769 開架図書 778.4//テクネ

戦後復興から高度成長へ : 民主教育・東京オリンピック・原子

力発電(記録映画アーカイブ:2)

丹羽美之, 吉見俊

哉編
東京大学出版会 2014.7 711400808 開架図書 778.7//キロク//2

ミッキーはなぜ口笛を吹くのか : アニメーションの表現史(新潮

選書)
細馬宏通著 新潮社 2013.10 711400763 開架図書 778.77//ミツキ

今日の「あまちゃん」から 細馬宏通著 河出書房新社 2013.12 711400783 開架図書 778.8//キヨウ

話し言葉の談話分析(言語学翻訳叢書:第15巻)
デボラ・カメロン

著
ひつじ書房 2012.12 711400817 開架図書 801.03//ハナシ

デジタル・メタファー : ことばはコンピューターとどのように

向きあってきたか
荒川洋平著

東京外国語大学出

版会
2013.11 711400822 開架図書 801//デジタ

言語研究のためのプログラミング入門 : Pythonを活用したテキ

スト処理

淺尾仁彦, 李在鎬

著
開拓社 2013.6 711400809 開架図書 807//ゲンゴ

日本語の年輪 53刷改版(新潮文庫:お-11-1) 大野晋著 新潮社 2000.6 711400096 新書・文庫本 810.2//ニホン

日本語の歴史(岩波新書:新赤版 1018) 山口仲美著 岩波書店 2006.5 711400784 新書・文庫本 810.2//ニホン

はじめて読む日本語の歴史 : うつりゆく音韻・文字・語彙・文

法(Beret books)
沖森卓也著 ベレ出版 2010.3 711400828 開架図書 810.2//ハジメ

図解日本語 沖森卓也 [ほか] 著 三省堂 2006.9 711400826 開架図書 810//ズカイ

図解日本の文字 沖森卓也 [ほか] 著 三省堂 2011.5 711400827 開架図書 811//ズカイ

図解日本の語彙 沖森卓也 [ほか] 著 三省堂 2011.9 711400829 開架図書 814//ズカイ

文章を書くのがラクになる100の技 佐久間功著 技術評論社 2014.1 711400247 開架図書 816//ブンシ

雑談の構造分析 筒井佐代著 くろしお出版 2012.6 711400779 開架図書 817.8//ザツダ

Burning issues Advanced Level(Series of graded readers)
Cheryl Pavlik著/靜

哲人編著
松柏社 2014.4 711400332 シラバス 830.7//BUR

Key English for science : writing skills level1

Michael

Schulman,

Yoshida Hiroyo

Macmillan

Languagehouse
2014.1 711400013 シラバス 830.78//KEY

TOEICテスト総合スキル演習 石井隆之 [ほか] 著 成美堂 2014.1 711400010 シラバス 830.79//TOE

TOEICテスト総合スキル演習 石井隆之 [ほか] 著 成美堂 2014.1 711400023 資格＆就活 830.79//TOE

TOEICテストの教科書 リスニング編
イ・ソンリョン

[ほか] 著
アルク 2012.11 711400177 資格＆就活 830.79//TOE

TOEICテスト総合スキル演習 石井隆之 [ほか] 著 成美堂 2014.1 711400294 資格＆就活 830.79//TOE

TOEICテスト新公式問題集 vol. 6

Educational

Testing Service著/

国際ビジネスコ

ミュニケーション

協会TOEIC運営委

員会編

国際ビジネスコ

ミュニケーション

協会TOEIC運営委

員会/国際コミュニ

ケーションズ・ス

クール (発売)

2005.12- 711400908 資格＆就活 830.79//TOE

新TOEIC TEST出る単特急金のフレーズ TEX加藤著 朝日新聞出版 2012.3 711400178 資格＆就活 830.79//シンT

全パート入門編(新TOEICテスト書き込みドリル) 早川幸治著 桐原書店 2010.4 711400179 資格＆就活 830.79//ゼンパ

Gateway to college English 表正幸著 南雲堂 2013.11 711400296 シラバス 835.07//GAT

実践英文法FOCUS (フォーカス)
小池直己, 佐藤誠

司共著
南雲堂 2009.10 711400542 シラバス 835//ジツセ

文法を活かす英文ライティング入門
奥田隆一, Anthony

Allan著
金星堂 2012.1 711400540 シラバス 836.07//ブンポ

英文直読try again! 本正弘著 語学春秋社 2006.9 711400350 英語学習 837.5//エイブ
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Science Reader : in association  with Nature 2
Kevin Cleary, 松本

和子, 野崎嘉信著

マクミランラン

ゲージハウス

2009-

2011
711400422 シラバス 837.7//SCI

Science Reader : in association  with Nature [1]
Kevin Cleary, 松本

和子, 野崎嘉信著

マクミランラン

ゲージハウス

2009-

2011
711400428 シラバス 837.7//SCI

Science Reader : in association  with Nature Class CD
Kevin Cleary, 松本

和子, 野崎嘉信著

マクミランラン

ゲージハウス

2009-

2011
741400001 シラバス 837.7//SCI

The awakening(To be continued... let's solve a mystery!:vol.2)
Atsuko Uemura ...

[et al.]
Asahi Press c2010 711400282 シラバス 837.707//AWA

The awakening(To be continued... let's solve a mystery!:vol.2)
Atsuko Uemura ...

[et al.]
Asahi Press c2010 711400538 開架図書 837.707//AWA

日本企業の取り組みに学ぶ最新科学技術 椋平淳[ほか] 編著 金星堂 2014.1 711400014 シラバス 837.707//ニホン

暗黒女子 秋吉理香子著 双葉社 2013.6 711400265 開架図書 913.6//アンコ

想い雲(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-3/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所 2010.3 711400324 新書・文庫本 913.6//オモイ

化学探偵Mr.キュリー [1](中公文庫:[き-40-1], [き-40-2]) 喜多喜久著 中央公論新社 2013.7- 711400263 新書・文庫本 913.6//カガク//1

化学探偵Mr.キュリー 2(中公文庫:[き-40-1], [き-40-2]) 喜多喜久著 中央公論新社 2013.7- 711400701 新書・文庫本 913.6//カガク//2

夏天の虹(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-8/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所 2012.3 711400077 新書・文庫本 913.6//カテン

銀二貫(幻冬舎時代小説文庫:た-43-1) 高田郁 [著] 幻冬舎 2010.8 711400074 新書・文庫本 913.6//ギンニ

今朝の春(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-4/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所 2010.9 711400081 新書・文庫本 913.6//ケサノ

恋する創薬研究室 : 片思い、ウイルス、ときどき密室 喜多喜久著 幻冬舎 2013.10 711400264 開架図書 913.6//コイス

小夜しぐれ(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-5/みをつくし料理

帖)
高田郁著 角川春樹事務所 2011.3 711400337 新書・文庫本 913.6//サヨシ

残月(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-10/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所 2013.6 711400321 新書・文庫本 913.6//ザンゲ

三国志 4 : 新装版(講談社文庫:[よ-1-23], [よ-1-24], [よ-1-25], [よ-

1-26], [よ-1-27])
吉川英治 [著] 講談社 2008.10 711400489 新書・文庫本 913.6//サンゴ//4

三国志 5 : 新装版(講談社文庫:[よ-1-23], [よ-1-24], [よ-1-25], [よ-

1-26], [よ-1-27])
吉川英治 [著] 講談社 2008.10 711400490 新書・文庫本 913.6//サンゴ//5

心星ひとつ(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-7/みをつくし料理

帖)
高田郁著 角川春樹事務所 2011.8 711400320 新書・文庫本 913.6//シンボ

空飛ぶタイヤ(Jノベル・コレクション) 池井戸潤著 実業之日本社 2008.8 711400720 開架図書 913.6//ソラト

天 (そら) の梯(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-12/みをつくし料

理帖)
高田郁著 角川春樹事務所 2014.8 711400754 新書・文庫本 913.6//ソラノ

タルト・タタンの夢(創元推理文庫:Mこ1-4) 近藤史恵著 東京創元社 2014.4 711400760 新書・文庫本 913.6//タルト

ねじまき片想い : おもちゃプランナー・宝子の冒険 柚木麻子著 東京創元社 2014.8 711400761 開架図書 913.6//ネジマ

八朔の雪(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-1/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所 2009.5 711400078 新書・文庫本 913.6//ハツサ

花散らしの雨(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-2/みをつくし料

理帖)
高田郁著 角川春樹事務所 2009.10 711400082 新書・文庫本 913.6//ハナチ

美少女教授・桐島統子の事件研究録 喜多喜久著 中央公論新社 2012.12 711400266 開架図書 913.6//ビシヨ

美雪晴れ(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-11/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所 2014.2 711400323 新書・文庫本 913.6//ミユキ

名探偵に薔薇を(創元推理文庫) 城平京著 東京創元社 1998.7 711400260 新書・文庫本 913.6//メイタ

用心棒日月抄 57刷改版(新潮文庫:ふ-11-1) 藤沢周平著 新潮社 2002.2 711400075 藤沢 913.6//ヨウジ

リプレイ2.14(宝島社文庫:Cき-2-3) 喜多喜久著 宝島社 2013.9 711400261 新書・文庫本 913.6//リプレ

人類が永遠に続くのではないとしたら 加藤典洋著 新潮社 2014.6 711400714 開架図書 914.6//ジンル

みをつくし献立帖(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-9/みをつく

し料理帖)
高田郁著 角川春樹事務所 2012.5 711400322 新書・文庫本 914.6//ミオツ

リア王 81刷改版(新潮文庫:シ-1-5)
シェイクスピア

[著]/福田恆存訳
新潮社 2010.12 711400262 新書・文庫本 932//リアオ
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シャーロック・ホームズの冒険 118刷改版(新潮文庫:512, ト-3-

1)

コナン・ドイル

[著]/延原謙訳
新潮社 2011.4 711400076 新書・文庫本 933//シヤロ

ヘリオット先生奮戦記 下(ハヤカワ文庫:NF76-NF77)

ジェイムズ・ヘリ

オット著/大橋吉之

輔訳

早川書房 1981.12 711400491 新書・文庫本 933//ヘリオ//2
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