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基本情報技術者試験模範解答集 2005年版
日本教育訓練セン
ター編

日本教育訓練セン
ター

2004.12 710501146 7.078

パターン認識 : 理論と応用 (行動計量学シリーズ:12)
大津展之, 栗田多喜
夫, 関田巌著

朝倉書店 1996.7 710500228 7.1

人工生命 : 情報と生命とCGの交差点 人工生命研究会編 共立出版 1994.5 710500302 7.1

暗号と確率的アルゴリズム入門 : 数学理論と応用
H. デルフス, H. ク
ネーブル著/林芳樹

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2003.12 710500441 7.1

現代暗号・確率的証明・擬似乱数
O.ゴールドライヒ著
/岡本龍明, 藤崎英一
郎訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2001.12 710500442 7.1

量子情報理論 (物理学スーパーラーニングシリーズ)
佐川弘幸, 吉田宣章
著

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2003.5 710501190 7.1

ソフトコンピューティング (インターユニバーシティ) 岩田彰編著 オーム社 2000.1 710500342 7.13

身体性とコンピュータ
岡田美智男, 三嶋博
之, 佐々木正人編

共立出版 2001.8 710500373 7.13

人工知能学事典 人工知能学会編 共立出版 2005.12 710500850 7.13
SEのための営業スキル心得ノート 久井信也, 水島章広 日刊工業新聞社 2005.6 710500570 7.3
システムエンジニアの仕事って…!? (気になる仕事をチェック!) 牧村あきこ著 技術評論社 2005.6 710500571 7.3
Numerical recipes in Fortran 77 : the art of scientific computing :
volume 1 of fortran numerical recipes 2nd ed., repr. with corrections v.1

William H. Press ...
[et al.]

Cambridge
University Press

2003 710500183 7.6

基本情報技術者に向けての情報処理の基礎と演習 ソフトウェア編 小高知宏著 近代科学社 2005.2 710500314 7.6
基本情報技術者に向けての情報処理の基礎と演習 ハードウェア編 小高知宏著 近代科学社 2005.2 710500315 7.6

情報リテラシー 改訂 小島篤博 [ほか] 著
ソフトバンクパブ
リッシング

2003.4 710500316 7.6

情報処理の基礎 改訂版 (情報処理入門シリーズ:11) 奈良久, 武井惠雄著 共立出版 2002.2 710500317 7.6

コンピュータアーキテクチャ (電子情報通信レクチャーシリーズ:C-9)
電子情報通信学会編
/坂井修一著

コロナ社 2004.3 710500318 7.6

Introduction to data compression 2nd ed (The Morgan Kaufmann series
in multimedia information and systems)

Khalid Sayood Morgan Kaufmann c2000 710500352 7.6

情報セキュリティ事典 佐々木良一 [ほか] 共立出版 2003.7 710500439 7.6
情報セキュリティハンドブック 電子情報通信学会編 オーム社 2004.11 710500440 7.6
暗証番号はなぜ4桁なのか? : セキュリティを本質から理解する (光文社
新書:223)

岡嶋裕史著 光文社 2005.9 710501444 7.6

実践ソフトウェアエンジニアリング : ソフトウェアプロフェッショナ
ルのための基本知識

ロジャー S.プレス
マン著/古沢聡子, 正
木めぐみ, 関口梢訳

日科技連出版社 2005.2 710500219 7.63

Javaによるコンピュータグラフィックス : 基礎からシミュレーション
の可視化まで

峯村吉泰著 森北出版 2003.4 710500218 7.64

Cの絵本 : C言語が好きになる9つの扉 アンク著 翔泳社 2002.3 710500236 7.64
アルゴリズムの絵本 : プログラミングが好きになる9つの扉 アンク著 翔泳社 2003.8 710500237 7.64
Javaの絵本 : Javaが好きになる9つの扉 増補改訂版 アンク著 翔泳社 2005.2 710500238 7.64
C++の絵本 : C++が好きになる9つの扉 アンク著 翔泳社 2005.4 710500239 7.64
スモールコンパイラの制作で学ぶプログラムのしくみ 石田綾著 技術評論社 2004.12 710500375 7.64

コンピュータグラフィックス理論と実践
James D. Foley [ほ
か] 共著/佐藤義雄監
訳

オーム社 2001.3 710500435 7.64

Digital image processing 6th rev. and extended ed Bernd J?hne Springer c2005 710501108 7.64
古本道場 角田光代, 岡崎武志 ポプラ社 2005.4 710500463 24.8
脳を鍛える (東大講義人間の現在:1) 立花隆著 新潮社 2000.3 710500467 41
有機化学のしくみ (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 斎藤勝裕著 ナツメ社 2005.1 710501138 80

マズローの心理学
フランク・ゴーブル
著/小口忠彦監訳

産能大学出版部 1972.9 710500979 140.1

キャリアアップのための発想支援の心理学
海保博之, 松尾太加
志共著

培風館 2003.7 710500908 141.5

思考・論理・分析 : 「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践 波頭亮著 産業能率大学出版部 2004.7 710500951 141.5

人間性の心理学 : モチベーションとパーソナリティ 改訂新版
A.H.マズロー著/小
口忠彦訳

産業能率大学出版部 1987.3 710500934 141.72

仕事の思想 : なぜ我々は働くのか 田坂広志著 PHP研究所 1999.12 710500907 159
「やりたいこと」がわからない人たちへ : 人生にとって「仕事」とは
何か? (PHP文庫)

鷲田小彌太著 PHP研究所 2001.5 710500912 159

めんどうな人間関係で「絶対」つまずかない作戦 : 52のルール ハイブロー武蔵著 総合法令出版 2001.1 710501080 159
めんどうな人間関係で「絶対」つまずかない作戦 : 52のルール ハイブロー武蔵著 総合法令出版 2001.1 710501129 159

東大で教えた社会人学 : 人生の設計篇
草間俊介, 畑村洋太
郎著

文藝春秋 2005.1 710501411 159

天才になる瞬間 : 自分の中の未知能力をスパークさせる方法 斎藤孝著 青春出版社 2005.6 710501414 159
スローキャリア : 上昇志向が強くない人のための生き方論 高橋俊介著 PHP研究所 2004.8 710501432 159
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「本当にやりたいこと」を見つける本 近藤裕著 ダイヤモンド社 2003.12 710500909 159.6

神の発見
五木寛之著/森一弘
対話

平凡社 2005.8 710500498 190.4

夏王朝は幻ではなかった : 一二〇〇年遡った中国文明史の起源
岳南著/朱建栄, 加藤
優子訳

柏書房 2005.5 710500455 222.03

Robert Stephenson : the eminent engineer : alk. paper
edited by Michael
R. Bailey

Ashgate c2003 710501057 289.3

宇宙をかき乱すべきか : ダイソン自伝 上 (ちくま学芸文庫:[タ-25-1, 2])
F. ダイソン著/鎮目
恭夫訳

筑摩書房 2006.1 710501608 289.3

宇宙をかき乱すべきか : ダイソン自伝 下 (ちくま学芸文庫:[タ-25-1, 2])
F. ダイソン著/鎮目
恭夫訳

筑摩書房 2006.1 710501609 289.3

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第1分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501003 291.09

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第2分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501004 291.09

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第3分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501005 291.09

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第4分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501006 291.09

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第5分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501007 291.09

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第6分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501008 291.09

日本誌 : 日本の歴史と紀行 [新版] 改訂・増補 第7分冊 (古典叢書:1-7)
エンゲルベルト・ケ
ンペル著/今井正編

霞ヶ関出版 2001.7 710501009 291.09

国家試験資格試験全書 2007 (自由国民ガイド版) 自由国民社 1967- 710501266 317.4
これだけ!甲種危険物試験合格大作戦!! : 完全合格対策版 第27版 (国家・
資格シリーズ:42)

奥吉新平編著 弘文社 2006.1 710501264 317.734

これだけ!乙種総合危険物試験合格大作戦!! : 完全合格対策版 第17版 (国
家・資格シリーズ:79)

奥吉新平編著 弘文社 2006.1 710501265 317.734

まちづくりのサバイバル術 : 商店街の明日はどうなる? 福岡政行編著 学陽書房 2004.4 710501438 318.6
竹中教授のみんなの経済学 竹中平蔵著 幻冬舎 2000.12 710500451 331
起業の心得 : めざせ日本のビル・ゲイツ 松井利夫著 産能大学出版部 1999.2 710500969 335

現代企業と経営
産能大学経営研究会
編著

産能大学出版部 2000.5 710500956 335.1

理系の経営学 宮田秀明著
日経BP社/日経BP出
版センター (発売)

, 2003.4 710501413 335.1

ハーバード流「21世紀経営」4つのコントロール・レバー
ロバート・サイモン
ズ著/中村元一, 黒田
哲彦, 浦島史惠訳

産能大学出版部 1998.8 710500939 336

ホンダ流「課題達成型」目標管理 浅江季光著 産能大学出版部 1995.5 710500948 336

「戦略計画」創造的破壊の時代

H・ミンツバーグ著/
黒田哲彦, 崔大龍,
小高照男訳 : 中村元
一監訳

産能大学出版部 1997.7 710500952 336

行動の変革から認識の成長へ : マネジメントが目指すもの : 課題形成力
が問われる時代の、新たなマネジメント・コンセプト

佐伯雅哉著 産能大学出版部 1999.7 710500953 336

IT時代の「課題達成型」目標管理 浅江季光編著 産能大学出版部 2000.1 710500954 336
最新:目標による管理 : その考え方進め方 幸田一男著 産業能率大学出版部 1989.6 710500973 336
経営の行動指針 : 土光語録 新訂 / 本郷孝信編 土光敏夫著 産能大学出版部 1996.3 710500977 336

経営管理を学ぶ : マネジメントの基礎
上野一郎監修/浜田
芳樹編

産能大学出版部 1993.2 710500978 336

問題解決のためのオペレーションズ・リサーチ入門 : Excelの活用と実
務的例題

高井英造, 真鍋龍太
郎編著

日本評論社 2000.4 710500347 336.1

戦略策定概論 : 企業戦略立案の理論と実際 波頭亮著 産能大学出版部 1995.11 710500949 336.1
未来創造戦略 : 21世紀の変化を先取りするメガトレンド経営 二味巌著 産能大学出版部 2001.5 710500957 336.1

新・管理者の判断力 : ラショナル・マネジャー
C.H.ケプナー, B.B.
トリゴー著/上野一
郎監訳

産業能率大学出版部 1985.2 710500974 336.1

情報セキュリティ対策の要点 : 実務と理論
持田敏之, 舩曵信生
編著

コロナ社 2005.1 710500444 336.17

Open innovation : ハーバード流イノベーション戦略のすべて
ヘンリー・チェスブ
ロウ著/大前恵一朗

産業能率大学出版部 2004.1 710500959 336.17

情報管理実務
内山力, 三浦智恵子
編著

産能大学出版部 2003.8 710500964 336.17

創造する人になる : 加藤与五郎の事跡に学ぶ 浜田尚夫著 世界書院 (発売) 2005.3 710501412 336.17
問題の整理と解決の方法 : 自分の頭で考える 吉田博著 産能大学出版部 2002.5 710500936 336.2
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戦略行動型リーダーシップ : 内部管理者から内外対応型管理者へ 改訂 岡部博著 産能大学出版部 1993.8 710500935 336.3
OJTと職場経営 : 管理職は何をしたらいいのか 増補改訂版 大貫章著 産能大学出版部 1994.7 710500947 336.3
組織設計概論 : 戦略的組織制度の理論と実際 波頭亮著 産能大学出版部 1999.8 710500950 336.3

チェンジ・エージェントが組織を変える組織変革実践ガイド : トップ
と現場をつなぐ組織変革の実践的方法論

産業能率大学総合研
究所ソリューション
システム開発部組織
変革研究プロジェク
ト編著

産業能率大学出版部 2005.9 710500971 336.3

学習する組織 : 現場に変化のタネをまく (光文社新書:207) 高間邦男著 光文社 2005.5 710501451 336.3
プレゼンテーション技法+演習 小林敬誌, 浅野千秋 実教出版 1996.12 710500928 336.4
ビジネスプレゼンテーション (ビジネスシリーズ) 武田秀子編著 実教出版 2002.3 710500929 336.4
人事管理実務 梶原豊 [ほか] 編著 産能大学出版部 2003.4 710500962 336.4
労務管理実務 梶原豊 [ほか] 編著 産能大学出版部 2003.4 710500967 336.4
問題解決型人間 : 職場で実力を発揮する 田中敏夫著 産業能率大学出版部 1987.11 710500968 336.4

産能大式機能する成果主義人事実践ガイド : 組織貢献型人事システム
の構築と運用ポイント (Sannoマネジメントコンセプトシリーズ)

産業能率大学総合研
究所人事システム開
発プロジェクト編著

産業能率大学出版部 2005.11 710500970 336.4

ヒューマンキャピタルマネジメント : 図解でわかる : 人材資本を活かす
100のキーコンセプト

鶴岡公幸, 石原美佳
著

産業能率大学出版部 2005.1 710500972 336.4

問題解決のOJT : 仕事を共育にする工夫 吉田百秀著 産能大学出版部 1990.4 710500937 336.47
財務管理実務 山田庫平 [ほか] 編 産業能率大学出版部 2004.8 710500966 336.8
ビジネスマンのための経営数字の読み方・活かし方 山下福夫著 産能大学出版部 1991.5 710500946 336.83
だれでもわかる経営分析の進め方・活用の仕方 山下福夫著 産能大学出版部 2002.7 710501025 336.83
利益戦略とVE : 実践原価企画の進め方 田中雅康著 産能大学出版部 2002.4 710500941 336.85
さおだけ屋はなぜ潰れないのか? : 身近な疑問からはじめる会計学 (光
文社新書:191)

山田真哉著 光文社 2005.2 710500464 336.9

さおだけ屋はなぜ潰れないのか? : 身近な疑問からはじめる会計学 (光
文社新書:191)

山田真哉著 光文社 2005.2 710500465 336.9

経理実務 細井和昭 [ほか] 編 産能大学出版部 2003.1 710500965 336.9

スモールワールド・ネットワーク : 世界を知るための新科学的思考法
ダンカン・ワッツ著
/辻竜平, 友知政樹訳

阪急コミュニケー
ションズ

2004.1 710500523 361.3

なぜあの人とは話が通じないのか? : 非・論理コミュニケーション (光
文社新書:210)

中西雅之著 光文社 2005.6 710501450 361.49

下流社会 : 新たな階層集団の出現 (光文社新書:221) 三浦展著 光文社 2005.9 710501443 361.8
語りとしてのキャリア : メタファーを通じたキャリアの構成 加藤一郎著 白桃書房 2004.12 710500910 366.29
キャリア・デザイン・ガイド : 自分のキャリアをうまく振り返り展望
するために (Career anchors and career survival:3)

金井壽宏著 白桃書房 2003.7 710500911 366.29

キャリアアップの投資術 : 専門職大学院でスキルを磨く (PHP新書:256) 山本昌弘著 PHP研究所 2003.7 710501433 366.29

特定化学物質等作業主任者テキスト 第13版
中央労働災害防止協
会編

中央労働災害防止協
会

2005.6 710501142 366.34

労働安全コンサルタント労働衛生コンサルタント標準試験問題集 : 解
答と解説付 新訂版

日本労働安全衛生コ
ンサルタント会編集

東京六法出版 2005.5 710501161 366.34

なぜ仕事するの? (角川文庫:11855) 松永真理[著] 角川書店 2001.2 710500905 366.38
フリーター自分さがしの旅 : インタビュー (働くということ : 楽じゃな
いぞフリーター:vol. 1)

NHKソフトウェア
制作

NHKソフトウェア [2002.2] 710501026 366.8

フリーターという生き方是か非か : ディベート (働くということ : 楽
じゃないぞフリーター:vol. 2)

NHKソフトウェア
制作

NHKソフトウェア [2002.2] 710501027 366.8

キャリアの心理学 : 働く人の理解「発達理論と支援への展望」
渡辺三枝子編著/大
庭さよ [ほか著]

ナカニシヤ出版 2003.11 710500904 366.94

「ニート」って言うな! (光文社新書:237)
本田由紀, 内藤朝雄,
後藤和智著

光文社 2006.1 710501441 367.6

9.11生死を分けた102分 : 崩壊する超高層ビル内部からの驚くべき証言
ジム・ドワイヤー,
ケヴィン・フリン著
/三川基好訳

文藝春秋 2005.9 710500513 368.6

不勉強が身にしみる : 学力・思考力・社会力とは何か (光文社新書:233) 長山靖生著 光文社 2005.12 710501442 370.4
就職がこわい 香山リカ著 講談社 2004.2 710500906 371.47
名門高校人脈 (光文社新書:217) 鈴木隆祐著 光文社 2005.8 710501445 376.4
勉強のやり方がわかる。 (AERA MOOK:98) 朝日新聞社 2004.4 710501073 377.15
勉強のやり方がわかる。 (AERA MOOK:98) 朝日新聞社 2004.4 710501074 377.15
勉強のやり方がわかる。 (AERA MOOK:98) 朝日新聞社 2004.4 710501075 377.15
大日本博士録 [復刻版] 第5巻 : 工学博士之部 [井關九郎著] アテネ書房 2004.11 710501038 377.5

スタディー・スキルズ : 英米の大学で学ぶための技術
M. J. ウォレス著/萬
戸克憲訳

大修館書店 1991.2 710501079 377.6

スタディー・スキルズ : 英米の大学で学ぶための技術
M. J. ウォレス著/萬
戸克憲訳

大修館書店 1991.2 710501130 377.6

大学生の生き方・考え方 : 脱フリーター宣言! 塚谷正彦著 実教出版 2004.4 710500933 377.9
就職の基本がわかる。 (AERA MOOK:101) 朝日新聞社 2004.1 710501076 377.9
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就職の基本がわかる。 (AERA MOOK:101) 朝日新聞社 2004.1 710501077 377.9
就職の基本がわかる。 (AERA MOOK:101) 朝日新聞社 2004.1 710501078 377.9
お江戸でござる : 現代に活かしたい江戸の知恵 深笛義也構成 ワニブックス 2003.9 710500466 382
事典和菓子の世界 中山圭子著 岩波書店 2006.2 710501237 383.8
図説・日本未確認生物事典 笹間良彦著 柏美術出版 1994.1 710500536 388.1
日本の近代科学史 杉山滋郎著 朝倉書店 1994.4 710501043 402.1

科学は豹変する
養老孟司, 和田昭允
共著

培風館 2005.4 710500287 404

ガイアの素顔 : 科学・人類・宇宙をめぐる29章
フリーマン・ダイソ
ン著/幾島幸子訳

工作舎 2005.4 710500288 404

ガリレオの指 : 現代科学を動かす10大理論
ピーター・アトキン
ス著/斉藤隆央訳

早川書房 2004.12 710500378 404

新ネットワーク思考 : 世界のしくみを読み解く
アルバート=ラズ
ロ・バラバシ著/青

日本放送出版協会 2002.12 710500521 404

Concerning the nature of things : six lectures delivered at the Royal
Institution (Dover phoenix editions)

Sir William Bragg Dover Publications 2004 710501052 406

よく誤用される単語と表現 初版第2刷 (科学論文の英語用法百科:第1編.
English composition for scholarly works)

グレン・パケット著 京都大学学術出版会 2005.2 710500502 407

Discrete mathematics 2nd ed pbk Norman L. Biggs
Oxford University
Press

2002 710501114 410

オイラー入門 (シュプリンガー数学リーディングス:第1巻)
W. ダンハム著/黒川
信重, 若山正人,
百々谷哲也訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.6 710501194 410

メジャーリーグの数理科学 上 (シュプリンガー数学リーディングス:第
2, 3巻)

J.アルバート, J.ベ
ネット著/加藤貴昭

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.8-
2004.9

710501195 410

メジャーリーグの数理科学 下 (シュプリンガー数学リーディングス:第
2, 3巻)

J.アルバート, J.ベ
ネット著/加藤貴昭

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.8-
2004.9

710501196 410

確率論へようこそ : 新装版 (シュプリンガー数学リーディングス:第4巻)
G.ブロム, L.ホルス
ト, D.サンデル著/森
真訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2005.4 710501197 410

シンデレラで学ぶ平面幾何 (シュプリンガー数学リーディングス:第5巻) 阿原一志著
シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.12 710501198 410

数 上 : 新装版 (シュプリンガー数学リーディングス:第6-7巻)
H.‐D. エビングハウ
ス [ほか] 著/成木勇
夫訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.11 710501199 410

数 下 : 新装版 (シュプリンガー数学リーディングス:第6-7巻)
H.‐D. エビングハウ
ス [ほか] 著/成木勇
夫訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.11 710501200 410

トポロジーの絵本 : 新装版 (シュプリンガー数学リーディングス:第8巻)
G.K.フランシス著/
笠原晧司監訳/宮崎
興二訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2005.12 710501201 410

ブルバキ数学史 上 (ちくま学芸文庫)
ニコラ・ブルバキ著
/村田全, 清水達雄,
杉浦光夫訳

筑摩書房 2006.3 710501605 410.2

ブルバキ数学史 下 (ちくま学芸文庫)
ニコラ・ブルバキ著
/村田全, 清水達雄,
杉浦光夫訳

筑摩書房 2006.3 710501606 410.2

数学史入門 : 微分積分学の成立 (ちくま学芸文庫:[サ-19-1]) 佐々木力著 筑摩書房 2005.12 710501613 410.2

A history of Japanese mathematics : pbk.
[David] Eugene
Smith and Yoshio

Dover Publications 2004 710501046 410.21

岩波数学入門辞典
青本和彦 [ほか] 編
集委員

岩波書店 2005.9 710500858 410.33

岩波数学入門辞典
青本和彦 [ほか] 編
集委員

岩波書店 2005.9 710501155 410.33

岩波数学入門辞典
青本和彦 [ほか] 編
集委員

岩波書店 2005.9 710501156 410.33

メタマジック・ゲーム : 科学と芸術のジグソーパズル
D.R.ホフスタッター
著/竹内郁雄, 斉藤康
己, 片桐恭弘訳

白揚社 1990.9 710500537 410.79

メタマジック・ゲーム : 科学と芸術のジグソーパズル
D.R.ホフスタッター
著/竹内郁雄, 斉藤康
己, 片桐恭弘訳

白揚社 1990.9 710500538 410.79

A treatise on the theory of determinants (Dover phoenix editions)

by Thomas
Muir/revised and
enlarged by William
H. Metzler

Dover 2003 710501049 411.3
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グレブナー基底 : 代数幾何と可換代数におけるグレブナー基底の有効
性 1

D.コックス, J.リト
ル, D.オシー著/大杉
英史, 北村知徳, 日
比孝之訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2000.1 710501206 411.8

グレブナー基底 : 代数幾何と可換代数におけるグレブナー基底の有効
性 2

D.コックス, J.リト
ル, D.オシー著/大杉
英史, 北村知徳, 日
比孝之訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2000.1 710501207 411.8

グレブナ基底と代数多様体入門 : イデアル・多様体・アルゴリズム 上
D.コックス, J.リト
ル, D.オシー著/落合
啓之 [ほか] 訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2000.4 710501208 411.8

グレブナ基底と代数多様体入門 : イデアル・多様体・アルゴリズム 下
D.コックス, J.リト
ル, D.オシー著/落合
啓之 [ほか] 訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2000.4 710501209 411.8

暗号の数学的基礎 : 数論とRSA暗号入門
S.C.コウチーニョ著
/林彬訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2001.12 710500443 412

素数の音楽 (新潮クレスト・ブックス)
マーカス・デュ・
ソートイ著/冨永星

新潮社 2005.8 710500450 412

微分積分学 (数学シリーズ) 難波誠著 裳華房 1996.12 710500297 413.3

基礎微分積分演習
後藤憲一, 貴田宗三
郎共編

共立出版 1991.1 710501634 413.3

Orthogonal functions (Dover phoenix editions)

by G.
Sansone/translated
from the Italian by
Ainsley H.
Diamond/with a
foreword by Einar
Hille

Dover Publications 2004 710501053 413.5

ウェーヴレットビギナーズガイド (数理科学) 榊原進著 東京電機大学出版局 1995.5 710500229 413.51

不等式 (シュプリンガー数学クラシックス:第11巻)
G.H.ハーディ, J.E.
リトルウッド, G.
ポーヤ著/細川尋史

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2003.1 710500431 413.51

不等式 (シュプリンガー数学クラシックス:第11巻)
G.H.ハーディ, J.E.
リトルウッド, G.
ポーヤ著/細川尋史

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2003.1 710500432 413.51

Functions of a complex variable : Theory and technique (Classics in
applied mathematics:49)

George F. Carrier,
Max Krook, Carl E.
Pearson

Society for
Industrial and
Applied

c2005 710501047 413.52

微分方程式 矢野健太郎著 裳華房 1959.3 710500298 413.6
微分方程式の基礎 (数理科学ライブラリー:5) 笠原晧司著 朝倉書店 1982.6 710500562 413.6

Ordinary differential equations (Classics in applied mathematics:6)
George F. Carrier,
Carl E. Pearson

Society for
Industrial and
Applied

c1991 710501048 413.6

Lectures on Cauchy's problem in linear partial differential equations
(Dover phoenix editions)

by Jacques
Hadamard

Dover Publications 2003 710501051 413.6

微分方程式で数学モデルを作ろう

デヴィッド・バー
ジェス, モラグ・ボ
リー著/垣田高夫, 大
町比佐栄訳

日本評論社 1990.4 710500381 413.62

境界値問題入門 復刊 (基礎数学シリーズ:21) 草野尚著 朝倉書店 2004.12 710500563 413.67
テンソル : 科学技術のために 石原繁著 裳華房 1991.7 710500224 414

幾何学基礎論 (ちくま学芸文庫:[ヒ-8-1])
D. ヒルベルト著/中
村幸四郎訳

筑摩書房 2005.12 710501612 414

ベクトル解析 石原繁著 裳華房 1985.1 710500299 414.7
位相のこころ (ちくま学芸文庫:[モ-6-2]) 森毅著 筑摩書房 2006.1 710501611 415
確率と統計 : 情報学への架橋 渡辺澄夫, 村田昇共 コロナ社 2005.4 710500221 417
わかりやすい意思決定論入門 : 基礎からファジィ理論まで 木下栄蔵著 近代科学社 1996.2 710500344 417
複雑ネットワークの科学 増田直紀, 今野紀雄 産業図書 2005.2 710500522 417
数値計算 (応用解析セミナー) 大石進一著 裳華房 1999.3 710500300 418.1
エクセルで解く線形・非線形方程式の数値計算 木村欽一著 丸善 1999.2 710500380 418.1

Numerical methods in electromagnetics : special volume 1st ed
(Handbook of numerical analysis:v. 13)

guest editors,
W.H.A. Schilders,
E.J.W. ter Maten

Elsevier, North
Holland

2005 710500397 418.1

物理学辞典 3訂版
物理学辞典編集委員
会編

培風館 2005.9 710500606 420

スピングラスと連想記憶 (岩波講座物理の世界. 物理と情報:1) 西森秀稔著 岩波書店 2003.1 710501308 420
学習と情報の平均場理論 (岩波講座物理の世界. 物理と情報:2) 樺島祥介著 岩波書店 2002.2 710501309 420
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ベイズ統計と統計物理 (岩波講座物理の世界. 物理と情報:3) 伊庭幸人著 岩波書店 2003.8 710501310 420
量子コンピュータと量子暗号 (岩波講座物理の世界. 物理と情報:4) 西野哲朗著 岩波書店 2002.3 710501311 420
遺伝的アルゴリズムと進化のメカニズム (岩波講座物理の世界. 物理と
情報:5)

伊庭斉志著 岩波書店 2002.1 710501312 420

DNAと遺伝情報の物理 (岩波講座物理の世界. 物理と情報:6) 伏見譲著 岩波書店 2005.12 710501313 420
生物分子モーター : ゆらぎと生体機能 (岩波講座物理の世界. 物理と情 柳田敏雄著 岩波書店 2002.7 710501314 420
回路とシステム (岩波講座物理の世界. 制御する:1) 木村英紀著 岩波書店 2003.1 710501320 420
逆問題入門 (岩波講座物理の世界. 制御する:2) 山本昌宏著 岩波書店 2002.11 710501321 420
超高圧の世界 (岩波講座物理の世界. 極限技術:2) 八木健彦著 岩波書店 2002.1 710501322 420
強い磁場をつくる (岩波講座物理の世界. 極限技術:3) 本河光博著 岩波書店 2002.4 710501323 420
加速器とビームの物理 (岩波講座物理の世界. 装置をつくる:3) 平田光司著 岩波書店 2002.9 710501324 420
核磁気共鳴技術 (岩波講座物理の世界. ものを見るとらえる:3) 安岡弘志著 岩波書店 2002.11 710501325 420
シンクロトロン放射光 (岩波講座物理の世界. ものを見るとらえる:6) 上坪宏道, 太田俊明 岩波書店 2005.1 710501326 420
望遠鏡 : 宇宙の観測 (岩波講座物理の世界. ものを見るとらえる:7) 海部宣男著 岩波書店 2005.8 710501327 420
科学衛星と宇宙ステーション (岩波講座物理の世界. ものを見るとらえ 槙野文命著 岩波書店 2004.8 710501328 420
物理定数とSI単位 (岩波講座物理の世界. ものを見るとらえる:9) 佐藤文隆著 岩波書店 2005.9 710501329 420

物理学大事典
鈴木増雄, 荒船次郎,
和達三樹編集

朝倉書店 2005.1 710500621 420.33

Encyclopedia of condensed matter physics 1st ed v. 1
edited by Franco
Bassani, Gerald L.
Liedl, Peter Wyder

Elsevier/Academic
Press

2005 710501392 420.33

Encyclopedia of condensed matter physics 1st ed v. 2
edited by Franco
Bassani, Gerald L.
Liedl, Peter Wyder

Elsevier/Academic
Press

2005 710501393 420.33

Encyclopedia of condensed matter physics 1st ed v. 3
edited by Franco
Bassani, Gerald L.
Liedl, Peter Wyder

Elsevier/Academic
Press

2005 710501394 420.33

Encyclopedia of condensed matter physics 1st ed v. 4
edited by Franco
Bassani, Gerald L.
Liedl, Peter Wyder

Elsevier/Academic
Press

2005 710501395 420.33

Encyclopedia of condensed matter physics 1st ed v. 5
edited by Franco
Bassani, Gerald L.
Liedl, Peter Wyder

Elsevier/Academic
Press

2005 710501396 420.33

Encyclopedia of condensed matter physics 1st ed v. 6
edited by Franco
Bassani, Gerald L.
Liedl, Peter Wyder

Elsevier/Academic
Press

2005 710501397 420.33

アインシュタインの予言
Barry Parker著/井川
俊彦訳

共立出版 2005.9 710500447 421

超伝導と超流動 (岩波講座物理の世界. 物質科学の展開:1) 勝本信吾, 河野公俊 岩波書店 2006.1 710501245 421
量子輸送現象 (岩波講座物理の世界. 物質科学の展開:2) 家泰弘著 岩波書店 2002.7 710501285 421
物質の中の宇宙論 : 多電子系における量子位相 (岩波講座物理の世界.
物質科学の展開:4)

永長直人 [著] 岩波書店 2002.3 710501286 421

超伝導でたどるメゾスコピックの世界 (岩波講座物理の世界. 物質科学
の展開:6)

栗原進著 岩波書店 2004.9 710501287 421

光と物質 (岩波講座物理の世界. 物質科学の展開:8) 張紀久夫著 岩波書店 2003.2 710501288 421
ロボットの脳を創る : 脳科学から知能の構成へ (岩波講座物理の世界.
物理と数理:1)

中村仁彦著 岩波書店 2003.6 710501303 421

結び目と統計力学 (岩波講座物理の世界. 物理と数理:2) 和達三樹著 岩波書店 2002.2 710501304 421
1次元電子系の数理 : 共形場理論の応用 (岩波講座物理の世界. 物理と数
理:3)

川上則雄著 岩波書店 2002.6 710501305 421

散逸粒子系の力学 (岩波講座物理の世界. 物理と数理:4) 早川尚男著 岩波書店 2003.3 710501306 421
自己複製と自己崩壊のパターンダイナミクス (岩波講座物理の世界. 物
理と数理:5)

西浦廉政著 岩波書店 2003.2 710501307 421

数学から見た物体と運動 (岩波講座物理の世界. 物の理・数の理:1) 砂田利一著 岩波書店 2004.1 710501315 421
数学から見た古典力学 (岩波講座物理の世界. 物の理・数の理:2) 砂田利一著 岩波書店 2004.5 710501316 421
数学から見た連続体の力学と相対論 (岩波講座物理の世界. 物の理・数
の理:3)

砂田利一著 岩波書店 2004.5 710501317 421

数学から見た統計力学と熱力学 (岩波講座物理の世界. 物の理 数の理:4) 砂田利一著 岩波書店 2004.9 710501318 421
数学から見た量子力学 (岩波講座物理の世界. 物の理・数の理:5) 砂田利一著 岩波書店 2005.6 710501319 421

アインシュタインの遺産
Barry Parker著/井川
俊彦訳

共立出版 2004.7 710500448 421.2

数式いらず!見える相対性理論 竹内建著 岩波書店 2005.9 710500449 421.2

ニュートンとアインシュタインの対話 : 相対性理論よさようなら 増訂 安田健著
科学書院/霞ケ関出
版 (発売)

, 1999.6 710501040 421.2

一般相対性理論 (ちくま学芸文庫:[テ-5-1])
P.A.M.ディラック著
/江沢洋訳

筑摩書房 2005.12 710501610 421.2
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量子力学概論 (グライナー物理テキストシリーズ)
W.グライナー著/川
島直輝 [ほか] 訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2000.6 710501186 421.3

量子力学 (物理学スーパーラーニングシリーズ)
佐川弘幸, 清水克多
郎著

シュプリンガー・
フェアラーク東京

1998.4 710501189 421.3

量子力学への招待 (岩波講座物理の世界. 量子力学:1) 外村彰著 岩波書店 2001.11 710501273 421.3
量子力学の考え方 (岩波講座物理の世界. 量子力学:2) 長岡洋介著 岩波書店 2002.7 710501274 421.3
実験・人工量子力学 (岩波講座物理の世界. 量子力学:4) 勝本信吾著 岩波書店 2003.3 710501275 421.3
多体系と量子場 (岩波講座物理の世界. 量子力学:5) 新井朝雄著 岩波書店 2002.2 710501276 421.3
絶対わかる量子力学 (絶対わかる物理シリーズ) 白石清著 講談社 2006.3 710501446 421.3
ミクロとマクロをつなぐ : 熱・統計力学の考え方 (岩波講座物理の世界.
統計力学:1)

蔵本由紀著 岩波書店 2002.8 710501277 421.4

マクロな体系の論理 : 熱・統計力学の原理 (岩波講座物理の世界. 統計
力学:2)

吉岡大二郎著 岩波書店 2002.1 710501278 421.4

相転移・臨界現象 : ミクロなゆらぎとマクロの確実性 (岩波講座物理の
世界. 統計力学:3)

宮下精二著 岩波書店 2002.7 710501279 421.4

力学 1 (裳華房フィジックスライブラリー) 高木隆司著 裳華房 2001.5 710500437 423
力学 2 (裳華房フィジックスライブラリー) 高木隆司著 裳華房 2001.5 710500438 423

力学 (物理学スーパーラーニングシリーズ)
佐川弘幸, 本間道雄
著

シュプリンガー・
フェアラーク東京

1996.4 710501187 423

運動と力学 (岩波講座物理の世界. 力学:1) 佐藤文隆著 岩波書店 2001.11 710501270 423
対称性と保存則 (岩波講座物理の世界. 力学:2) 佐藤文隆著 岩波書店 2004.1 710501271 423
力学の解ける問題と解けない問題 (岩波講座物理の世界. 力学:4) 吉田春夫著 岩波書店 2005.12 710501272 423
拘束系の力学 (数理物理シリーズ) 村井信行著 日本評論社 1998.6 710500343 423.35
数値流体力学ハンドブック 小林敏雄編集委員長 丸善 2003.3 710500524 423.8

Microflows and nanoflows : fundamentals and simulation
(Interdisciplinary applied mathematics:v. 29)

George
Karniadakis, Ali
Beskok, Narayan
Aluru/foreword by

Springer c2005 710500627 423.8

レオロジーの世界 : 基本概念から特性・構造・観測法まで 尾崎邦宏著 工業調査会 2004.5 710500879 423.8

Turbulence : an introduction for scientists and engineers : pbk P.A. Davidson
Oxford University
Press

2004 710500392 423.84

The origin of turbulence in near-wall flows A.V. Boiko ... [et al.] Springer c2002 710500393 423.84

表面張力の物理学 : しずく,あわ,みずたま,さざなみの世界 (物理学叢
書:95)

ドゥジェンヌ, ブロ
シャール‐ヴィアー
ル, ケレ共著/奥村剛
訳

吉岡書店 2003.9 710500889 423.86

Handbook of acoustics
Malcolm J. Crocker,
editor-in-chief

John Wiley & Sons c1998 710500416 424

The science of sound 3rd ed
Thomas D.
Rossing, F. Richard
Moore, Paul A.

Addison Wesley c2002 710501111 424.8

光学の原理 1
Max Born, Emil
Wolf [著]/草川徹訳

東海大学出版会 2005.6 710500222 425

Optoelectronics of molecules and polymers hbk. (Springer series in
optical sciences:104)

Andr? Moliton Springer c2006 710500852 425

基礎と幾何光学 (ヘクト光学:1)
Eugene Hecht著/尾
崎義治, 朝倉利光訳

丸善 2002.1 710500872 425

波動光学 (ヘクト光学:2)
Eugene Hecht著/尾
崎義治, 朝倉利光訳

丸善 2003.3 710500873 425

現代光学 (ヘクト光学:3)
Eugene Hecht著/尾
崎義治, 朝倉利光訳

丸善 2003.7 710500874 425

Organic light-emitting diodes : Principles, characteristics, and
processes (Optical engineering:v. 91)

Jan Kalinowski Marcel Dekker c2005 710500851 425.9

Heat transfer 9th ed., International ed (McGraw-Hill series in
mechanical engineering)

J.P. Holman McGraw-Hill c2002 710500436 426.3

Molecular driving forces : statistical thermodynamics in chemistry and
biology

Ken A. Dill, Sarina
Bromberg/with the
assistance of Dirk
Stigter on the
electrostatics
chapters

Garland Science c2003 710501100 426.5

Fundamentals of thermodynamics 6th ed., international ed
Richard E. Sonntag,
Claus Borgnakke,
Gordon J. Van

Wiley c2003 710501102 426.5
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熱力学・統計力学 (グライナー物理テキストシリーズ)

W.グライナー, L.ナ
イゼ, H.シュテッ
カー著/伊藤伸泰, 青
木圭子訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

1999.7 710501185 426.5

絶対わかる熱力学 (絶対わかる物理シリーズ) 白石清著 講談社 2006.3 710501448 426.5
マクスウェルの渦アインシュタインの時計 : 現代物理学の源流 太田浩一著 東京大学出版会 2005.9 710500473 427

電磁気学 (物理学スーパーラーニングシリーズ)
佐川弘幸, 本間道雄
著

シュプリンガー・
フェアラーク東京

1997.8 710501188 427

絶対わかる電磁気学 (絶対わかる物理シリーズ) 白石清著 講談社 2006.3 710501447 427

磁気工学の基礎と応用
電気学会マグネ
ティックス技術委員
会編

コロナ社 1999.5 710500246 427.8

物質科学への招待 (岩波講座物理の世界. 物質科学入門:1) 福山秀敏著 岩波書店 2003.9 710501280 428
物質の成り立ち (岩波講座物理の世界. 物質科学入門:2) 常行真司著 岩波書店 2004.3 710501281 428
凝縮系における場の理論 : フェルミ液体から超伝導へ (岩波講座物理の
世界. 物質科学入門:3)

山田耕作著 岩波書店 2002.6 710501282 428

相互作用する電子 (岩波講座物理の世界. 物質科学入門:4) 斯波弘行著 岩波書店 2003.5 710501283 428
重い電子とは何か : 電子相関の物理 (岩波講座物理の世界. 物質科学入 三宅和正著 岩波書店 2002.9 710501284 428
強相関電子と酸化物 (岩波講座物理の世界. さまざまな物質系:1) 十倉好紀著 岩波書店 2002.11 710501289 428
分子の国の伝導電子 : 物理と化学の一接点 (岩波講座物理の世界. さま
ざまな物質系:2)

加藤礼三著 岩波書店 2001.11 710501290 428

さまざまなプラズマ (岩波講座物理の世界. さまざまな物質系:4) 高部英明著 岩波書店 2004.3 710501291 428
レーザー冷却とボーズ凝縮 (岩波講座物理の世界. さまざまな物質系:5) 久我隆弘著 岩波書店 2002.1 710501292 428
表面の科学 : 化学反応の物理 (岩波講座物理の世界. 物質科学の発展:1) 村田好正著 岩波書店 2002.1 710501293 428
半導体エレクトロニクス (岩波講座物理の世界. 物質科学の発展:4) 石原宏著 岩波書店 2002.1 710501294 428
分子科学者がいどむ12の謎 分子科学研究所編 化学同人 2005.5 710500356 428.1
キッチンで体験レオロジー (ポピュラーサイエンス) 尾崎邦宏著 裳華房 1996.9 710500841 428.3

液晶・高分子入門 (物性科学入門シリーズ)
竹添秀男, 渡辺順次
共著

裳華房 2004.11 710500875 428.3

液晶・高分子入門 (物性科学入門シリーズ)
竹添秀男, 渡辺順次
共著

裳華房 2004.11 710500890 428.3

Nematic and cholesteric liquid crystals : concepts and physical
properties illustrated by experiments (The liquid crystals book series)

Patrick Oswald,
Pawel
Pieranski/translated
by Doru Constantin

Taylor & Francis c2005 710500853 428.35

表面科学の基礎と応用 : 日本表面科学会創立25周年記念 新訂版 日本表面科学会編 エヌ・ティー・エス 2004.6 710500876 428.4
Band theory and electronic properties of solids : hbk (Oxford master
series in condensed matter physics)

John Singleton
Oxford University
Press

2001 710501110 428.4

Springer handbook of condensed matter and materials data
W. Martienssen and
H. Warlimont (eds.)

Springer c2005 710501617 428.4

Physics of organic semiconductors
edited by Wolfgang
Br?tting

Wiley-VCH c2005 710501231 428.8

超弦理論・ブレイン・M理論 (シュプリンガー現代理論物理学シリー
ズ:1)

太田信義著
シュプリンガー・
フェアラーク東京

2002.5 710501203 429

String theory : an introduction to the bosonic string (World physics
selection : monograph. ストリング理論:第1巻)

J. ポルチンスキー
著/伊藤克司, 小竹
悟, 松尾泰訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2005.6 710501204 429

超弦理論とM理論
ミチオ・カク著/太
田信義訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2000.9 710501205 429

核子が作る有限量子多体系 (岩波講座物理の世界. 素粒子と時空:1) 堀内昶著 岩波書店 2004.8 710501295 429
CP非保存と時間反転 : 失われた反世界 (岩波講座物理の世界. 素粒子と
時空:2)

三田一郎著 岩波書店 2001.11 710501296 429

時空の力学 : 一般相対論の物理 (岩波講座物理の世界. 素粒子と時空:4) 細谷暁夫著 岩波書店 2002.4 710501297 429
素粒子の超弦理論 (岩波講座物理の世界. 素粒子と時空:5) 江口徹, 今村洋介著 岩波書店 2005.4 710501298 429
電子と原子核の発見 : 20世紀物理学を築いた人々 新版 (ちくま学芸文
庫:[ワ-10-1])

S.ワインバーグ著/
本間三郎訳

筑摩書房 2006.2 710501607 429.6

Chemistry : a project of the American Chemical Society
[edited by Jerry Bell
... et al.]

W. H. Freeman c2005 710500628 430

化学ラボガイド (化学者のための基礎講座:6) 渡辺正編著 朝倉書店 2001.11 710501603 430
電子移動の化学 : 電気化学入門 (化学者のための基礎講座:11) 渡辺正, 中林誠一郎 朝倉書店 1996.4 710501604 430

A dictionary of chemistry 5th ed (Oxford paperback reference)
edited by John
Daintith

Oxford University
Press

2004 710501139 430.3

化学測定の事典 : 確度・精度・感度 梅澤喜夫編 朝倉書店 2005.4 710500556 430.36

Carbohydrate synthons in natural products chemistry : synthesis,
functionalization, and applications (ACS symposium series:841)

Zbigniew J.
Witczak, editor,
Kuniaki Tatsuta,

American Chemical
Society

c2003 710501140 430.6
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ケモインフォマティックス : 予測と設計のための化学情報学
J. Gasteiger, T.
Engel編/船津公人,
佐藤寛子, 増井秀行

丸善 2005.2 710500351 430.7

化学英語の手引き 大澤善次郎著 裳華房 1999.1 710500359 430.7

光触媒 : 基礎・材料開発・応用
橋本和仁, 大谷文章,
工藤昭彦編著

エヌ・ティー・エス 2005.5 710500369 431

Advanced computer simulation approaches for soft matter sciences 2
(Advances in polymer science:173, 185)

volume editors,
Christian Holm, Kurt
Kremer/with
contributions by S.
Auer ... [et al.]

Springer c2005 710500894 431

Structure, characterization and use (Advances in polymer science:186.
Polysaccharides:I)

volume editor,
Thomas Heinze/with
contributions by H.
Barsett

Springer 2005 710500895 431

Conducting polymers and polymer electrolytes : from biology to
photovoltaics (ACS symposium series:832)

Judith F. Rubinson,
editor, Harry B.
Mark, Jr., editor

American Chemical
Society

c2003 710500913 431

Polymers near surfaces : conformation properties and relation to critical
phenomena

Erich Eisenriegler World Scientific c1993 710501059 431

Intrinsic molecular mobility and toughness of polymers 1 (Advances in
polymer science:187-188)

volume editor,
Hans-Henning
Kausch/with
contributions by V.

Springer c2005 710501061 431

Intrinsic molecular mobility and toughness of polymers 2 (Advances in
polymer science:187-188)

volume editor,
Hans-Henning
Kausch/with
contributions by V.

Springer c2005 710501062 431

Block copolymers 1 (Advances in polymer science:189-190)

volume editor,
Volker Abetz/with
contributions by V.
Abetz ... [et al.]

Springer c2005 710501063 431

Block copolymers 2 (Advances in polymer science:189-190)

volume editor,
Volker Abetz/with
contributions by V.
Abetz ... [et al.]

Springer c2005 710501064 431

Interphases and mesophases in polymer crystallization 3 (Advances in
polymer science:180-181, 191)

volume editor,
Giuseppe Allegra

Springer c2005 710501065 431

Polymer therapeutics : polymers as drugs, conjugates and gene
delivery systems 2 (Advances in polymer science:192-193)

volume editors,
Ronit Satchi-
Fainaro, Ruth
Duncan/with
contributions by

Springer c2006 710501153 431

Enzyme-catalyzed synthesis of polymers (Advances in polymer
science:194)

volume editors,
Shiro Kobayashi,
Helmut Ritter, David
Kaplan/with
contributions by
D.L. Kaplan ... [et

Springer c2006 710501154 431

物理化学キーノート (キーノート化学シリーズ)
A.G. ウィッテイ
カー, A.R. マウン
ト, M.R. ヒール著/

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2002.12 710501191 431

Surface-initiated polymerization 1 (Advances in polymer science:197-
198)

volume editor,
Rainer Jordan/with
contributions by R.
Advincula ... [et al.]

Springer c2006 710501614 431

Surface-initiated polymerization 2 (Advances in polymer science:197-
198)

volume editor,
Rainer Jordan/with
contributions by R.
Advincula ... [et al.]

Springer c2006 710501615 431

Nanoparticles : building blocks for nanotechnology (Nanostructure
science and technology)

by Vincent Rotello Kluwer Academic c2004 710500182 431.1

キラル化学-不斉合成 (実力養成化学スクール:1)
日本化学会編/大嶌
幸一郎責任編集

丸善 2005.2 710500292 431.1

Ionic liquids as green solvents : progress and prospects (ACS
symposium series:856)

Robin D. Rogers,
editor, Kenneth R.
Seddon, editor

American Chemical
Society

2003 710501391 431.36
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Artificial photosynthesis : from basic biology to industrial application
edited by Anthony
F. Collings and
Christa Critchley

Wiley-VCH c2005 710501002 431.53

Molecular fluorescence : principles and applications Bernard Valeur Wiley-VCH c2002 710500618 431.54
コロイド科学のためのレオロジー 松本孝芳著 丸善 2003.3 710500880 431.8
高分子化学入門 : 高分子の面白さはどこからくるか 蒲池幹治著 エヌ・ティー・エス 2003.9 710500494 431.9

デンドリティック高分子 : 多分岐構造が拡げる高機能化の世界
青井啓悟, 柿本雅明
監修

エヌ・ティー・エス 2005.1 710500855 431.9

高分子鎖1本のサイエンス「みる・はかる」 高分子学会編 エヌ・ティー・エス 2005.1 710500877 431.9
Polymer crystallization : observations, concepts and interpretations
(Lecture notes in physics:606) (Physics and astronomy online library)

G. Reiter, J.-U.
Sommer (eds.)

Springer c2003 710501058 431.9

Proton and carbon NMR spectra of polymers 5th ed
Quang Tho Pham ...
[et al.]

Wiley c2003 710501160 431.9

Lignin, coal, polyisoprenoids, polyesters and polysaccharides
(Biotechnology of biopolymers : from synthesis to patents:v. 1)

edited by A.
Steinb?chel and Y.
Doi

Wiley-VCH c2005 710501223 431.9

Polyamides, complex proteinaceous materials, miscellaneous polymers
and general aspects (Biotechnology of biopolymers : from synthesis to
patents:v. 2)

edited by A.
Steinb?chel and Y.
Doi

Wiley-VCH c2005 710501224 431.9

イラストで見る化学実験の基礎知識 第2版
飯田隆 [ほか] 編/飯
田隆 [ほか] 著

丸善 2004.3 710500360 432

実験技術 I・II (GEMCO VIDEO LIBRARY) (GEMCOビデオプログラム) ジェムコ出版 [19--] 710501145 432
分析試料前処理ハンドブック 中村洋監修 丸善 2003.1 710500368 433
分析化学実験の単位操作法 日本分析化学会編 朝倉書店 2004.4 710500554 433
Spot test analysis : clinical, environmental, forensic, and geochemical
applications 2nd ed (Chemical analysis:v. 141)

Ervin Jungreis J. Wiley c1997 710500856 433

液体クロマトグラフ分析法 [映像資料] (分析化学シリーズ:7) 日本分析化学会企画 日本分析化学会 [19--] 710501123 433

キャピラリー電気泳動 (分析化学シリーズ:24)
日本分析化学会企画
/日本シネセル制作

日本分析化学会 [19--] 710501124 433

Quantitative chemical analysis 6th ed Daniel C. Harris
W.H. Freeman and
Co.

2002
printing,
c2003

710501099 433.2

有機合成化学 (化学新シリーズ)
太田博道, 鈴木啓介
共著

裳華房 2004.11 710500293 434

有機合成のナビゲーター 上村明男著 丸善 2004.4 710500362 434
有機人名反応そのしくみとポイント 東郷秀雄著 講談社 2005.7 710501135 434

無機化学キーノート (キーノート化学シリーズ)
P.A. Cox著/西原寛
訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.1 710501193 435

Principles of inorganic materials design
John N. Lalena,
David A. Cleary

Wiley-Interscience c2005 710501096 435.01

Named organic reactions 2nd ed pbk. : acid-free paper

Thomas Laue and
Andreas
Plagens/translated
into English by
Claus Vogel

Wiley c2005 710500999 437

Oxidation and antioxidants in organic chemistry and biology (A CRC
Press book)

Evgeny T. Denisov,
Igor B. Afanas'ev

Taylor & Francis 2005 710501060 437

Organic chemistry 4th ed G. Marc Loudon
Oxford University
Press

2002 710501093 437

Named organic reactions 2nd ed pbk. : acid-free paper

Thomas Laue and
Andreas
Plagens/translated
into English by
Claus Vogel

Wiley c2005 710501095 437

Dead ends and detours : direct ways to successful total synthesis
Miguel A.? Sierra,
Mar?a C. de la

Wiley-VCH c2004 710501097 437

有機化学キーノート (キーノート化学シリーズ)
G.L. Patrick著/竹内
敬人, 西川実希訳

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2004.9 710501192 437

電子の動きでみる有機反応のしくみ 奥山格, 杉村高志著 東京化学同人 2005.6 710500290 437.01
ビギナーズ有機構造解析 川端潤著 化学同人 2005.4 710500291 437.01
電子の動きでみる有機反応のしくみ 奥山格, 杉村高志著 東京化学同人 2005.6 710500357 437.01
ビギナーズ有機構造解析 川端潤著 化学同人 2005.4 710500358 437.01
演習で学ぶ有機反応機構 : 大学院入試から最先端まで 有機合成化学協会編 化学同人 2005.1 710500995 437.01
有機反応のメカニズム 加藤明良著 三共出版 2004.3 710501136 437.01
有機化学の理論 : 学生の質問に答えるノート 第3版 山口達明著 三共出版 2000.4 710501137 437.01
有機化学実験の事故・危険 : 事例に学ぶ身の守り方 鈴木仁美著 丸善 2004.4 710500361 437.07
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有機金属化学 : その多様性と意外性 (化学新シリーズ)
小宮三四郎, 碇屋隆
雄共著

裳華房 2004.9 710500363 437.8

The organometallic chemistry of the transition metals 4th ed Robert H. Crabtree Wiley-Interscience c2005 710501001 437.8
The organometallic chemistry of the transition metals 4th ed Robert H. Crabtree Wiley-Interscience c2005 710501094 437.8
光と風景の物理 (岩波講座物理の世界. 地球と宇宙の物理:1) 佐藤文隆著 岩波書店 2002.8 710501299 440
太陽圏の物理 (岩波講座物理の世界. 地球と宇宙の物理:2) 寺沢敏夫著 岩波書店 2002.11 710501300 440
天体高エネルギー現象 (岩波講座物理の世界. 地球と宇宙の物理:4) 高原文郎著 岩波書店 2002.2 710501301 440
膨張宇宙とビッグバンの物理 (岩波講座物理の世界. 地球と宇宙の物 杉山直著 岩波書店 2001.11 710501302 440

宇宙はどこまで広がっているか?
ジョン・グリビン,
メアリー・グリビン
著/寺門和夫訳

清流出版 2005.9 710500453 440.2

誰も読まなかったコペルニクス : 科学革命をもたらした本をめぐる書
誌学的冒険

オーウェン・ギンガ
リッチ著/柴田裕之

早川書房 2005.9 710501242 441

宇宙進化論
ジョン・グリビン著
/立木教夫訳

麗沢大学出版会/廣
池学園事業部 (発売)

, 2000.7 710500452 443.9

雪と氷の事典 日本雪氷学会監修 朝倉書店 2005.2 710501037 452.96
温泉学入門 : 温泉への誘い (新コロナシリーズ:51) 日本温泉科学会編 コロナ社 2005.5 710500931 453.9

Space-group symmetry 5th, rev. ed (International tables for
crystallography:v. A)

edited by Theo
Hahn

Published for the
International Union
of Crystallography
by Kluwer
Academic

2002 710501616 459

生物工学ハンドブック 日本生物工学会編 コロナ社 2005.6 710500235 460
文明のなかの博物学 : 西欧と日本 上 西村三郎 [著] 紀伊國屋書店 1999.8 710500514 460.2
文明のなかの博物学 : 西欧と日本 下 西村三郎 [著] 紀伊國屋書店 1999.8 710500515 460.2

キーワードで理解するシグナル伝達イラストマップ
山本雅, 仙波憲太郎
編集

羊土社 2004.8 710500479 463.6

細胞骨格・運動がわかる : その制御機構とシグナル伝達ネットワーク
(わかる実験医学シリーズ : 基本&トピックス)

三木裕明編集 羊土社 2004.4 710500483 463.6

細胞内輸送がわかる : タンパク質・核酸輸送の基本から最新の分子イ
メージング技術まで (わかる実験医学シリーズ : 基本&トピックス)

米田悦啓編集 羊土社 2002.1 710500487 463.6

生化学基礎の基礎 : 知っておきたいコンセプト
江崎信芳, 藤田博美
編著

化学同人 2002.3 710500205 464

生物有機化学 : 新たなバイオを切り拓く (化学新シリーズ) 小宮山真著 裳華房 2004.2 710500206 464

生体機能関連化学実験法
日本化学会生体機能
関連化学部会編

化学同人 2003.9 710500207 464

バイオセンサー入門 六車仁志著 コロナ社 2003.12 710500209 464
固定化酵素反応のコンピュータ解析法 : 反応速度論から反応器設計法 白石文秀著 コロナ社 1997.1 710500210 464

天然酵素と人工酵素 (基礎化学コース. 生命化学:1)
小宮山真, 八代盛夫
共著

丸善 1996.3 710500211 464

生体分子化学
秋久俊博, 長田洋子
編/秋久俊博 [ほか]

共立出版 2005.4 710500234 464

生物有機化学 : 新たなバイオを切り拓く (化学新シリーズ) 小宮山真著 裳華房 2004.2 710500364 464

Biochemistry 5th ed., international ed
Jeremy M. Berg,
John L. Tymoczko,
Lubert Stryer

W.H. Freeman c2002 710500406 464

バイオテクノロジーのための基礎分子生物学 大嶋泰治 [ほか] 編 化学同人 2004.11 710500212 464.1
バイオテクノロジーのための基礎分子生物学 大嶋泰治 [ほか] 編 化学同人 2004.11 710500213 464.1
現代の分子生物学 (英語論文セミナー) 渡辺公綱, 桂勲編 講談社 1995.7 710500231 464.1

分子生物学講義中継 Part1 井出利憲著 羊土社
2002.5-
2006.1

710500240 464.1

分子生物学講義中継 Part2 井出利憲著 羊土社
2002.5-
2006.1

710500241 464.1

分子生物学講義中継 Part3 井出利憲著 羊土社
2002.5-
2006.1

710500242 464.1

Protein degradation : ubiquitin and the cemistry of life 1
Jhon Mayer, Aaron
Ciechanover, Martin
Rechsteiner (Eds.)

WILEY-VCH c2005 710500180 464.2

Protein crystallography in drug discovery (Methods and principles in
medicinal chemistry:v. 20)

edited by R. E.
Babine and S. S.
Abdel-Meguid

Wiley-VCH c2004 710500181 464.2

タンパク質がわかる (わかる実験医学シリーズ : 基本&トピックス) 竹縄忠臣編集 羊土社 2003.9 710500484 464.2
RNAがわかる : 多彩な生命現象を司るRNAの機能からRNAi,創薬への応
用まで (わかる実験医学シリーズ : 基本&トピックス)

中村義一編集 羊土社 2003.6 710500485 464.27

ポストゲノム時代の糖鎖生物学がわかる (わかる実験医学シリーズ : 基
本&トピックス)

谷口直之編 羊土社 2002.1 710500486 464.3
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Carbohydrates (Best synthetic methods) Helen M.I. Osborn
Academic Press, an
imprint of Elsevier
Science

2003 710501159 464.3

リポソーム応用の新展開 : 人工細胞の開発に向けて 秋吉一成, 辻井薫監 エヌ・ティー・エス 2005.6 710500286 464.4
酵素 : ライフサイエンスとバイオテクノロジーの基礎 (Tokai library) 一島英治著 東海大学出版会 2001.3 710500204 464.5
酵素サイエンス (バイオテクノロジーシリーズ:1) 相阪和夫著 幸書房 1999.11 710500253 464.5
生体触媒化学 (バイオテクノロジーシリーズ:3) 松本一嗣著 幸書房 2003.9 710500254 464.5

Principles of genetics 4th ed
D. Peter Snustad,
Michael J. Simmons

John Wiley & Sons c2006 710501117 467

転写研究集中マスター (バイオ研究マスターシリーズ)
半田宏, 和田忠士,
山口雄輝編集

羊土社 2005.9 710500481 467.2

キーワードで理解する転写イラストマップ 田村隆明編集 羊土社 2004.1 710500482 467.2
転写がわかる : 基本転写から発生,再生,先端医療まで (わかる実験医学
シリーズ : 基本&トピックス)

半田宏編集 羊土社 2002.9 710500488 467.2

最新有機合成化学 : ヘテロ原子・遷移金属化合物を用いる合成 (現代化
学増刊:43)

奈良坂紘一, 岩澤伸
治編

東京化学同人 2005.3 710500289 467.21

最新有機合成化学 : ヘテロ原子・遷移金属化合物を用いる合成 (現代化
学増刊:43)

奈良坂紘一, 岩澤伸
治編

東京化学同人 2005.3 710500355 467.21

DNA : すべてはここから始まった

ジェームズ・D・ワ
トソン, アンド
リュー・ベリー著/
青木薫訳

講談社 2003.12 710500379 467.21

東京大学バイオインフォマティクス集中講義
東京大学理学部生物
情報科学学部教育特
別プログラム編集

羊土社 2004.6 710500232 467.3

基礎と実習バイオインフォマティクス 郷通子, 高橋健一編 共立出版 2004.1 710500233 467.3

ゲノムを読む : 人間を知るために (科学選書:20)
松原謙一, 中村桂子
[著]

紀伊國屋書店 1996.2 710500508 467.3

植物は動いている (科学のアルバム:82) 清水清著 あかね書房 1984.3 710500456 471.7

Animal physiology : from genes to organisms
Lauralee Sherwood,
Hillar Klandorf, Paul
H. Yancey

Brooks/Cole c2005 710501116 481.3

素数ゼミの謎 吉村仁著/石森愛彦 文藝春秋 2005.7 710500551 486.5
ここまで分かった形づくりのシグナル伝達 : 細胞極性・細胞運動制御
から情報伝達破綻による疾病まで (実験医学:増刊 Vol.20, no.2 (2002))

竹縄忠臣, 帯刀益夫
編集

羊土社 2002.1 710500478 490.7

検出・構造解析法 (基礎生化学実験法:第3巻. タンパク質:1) 日本生化学会編 東京化学同人 2001.2 710500208 491

バイオメカニクス : 生体力学の原理と応用
Nihat ?zkaya,
Margareta Nordin著

エヌ・ティー・エス 2001.6 710500495 491

Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications
Leif S?rnmo, Pablo
Laguna

Elsevier Academic
Press

c2005 710501115 491.17

生体信号処理の基礎 (ME教科書シリーズ:A-2)
佐藤俊輔, 吉川昭,
木竜徹共著

コロナ社 2004.1 710500243 491.3

Oxygen uptake kinetics in sport, exercise and medicine : pbk
edited by Andrew
M. Jones and David
C. Poole

Routledge 2005 710500377 491.3

絵ときシグナル伝達入門 : 基本から最新トピックスまで必ずわかる 服部成介文と絵 羊土社 2002.4 710500480 491.31
シグナル伝達がわかる (わかる実験医学シリーズ : 基本&トピックス) 秋山徹編 羊土社 2001.3 710500490 491.31

血液のレオロジーと血流 (ME教科書シリーズ:B-7)
菅原基晃, 前田信治
共著

コロナ社 2003.4 710500882 491.32

脳工学 (電子情報通信レクチャーシリーズ:D-24)
武田常広著/電子情
報通信学会編

コロナ社 2003.4 710500244 491.37

ニューロンの生物物理
宮川博義, 井上雅司
共著

丸善 2003.11 710500376 491.37

Auditory sound transmission : an autobiographical perspective : cloth Jozef J. Zwislocki
Lawrence Erlbaum
Associates

2002 710500415 491.37

海馬 : 脳は疲れない (ほぼ日ブックス:第2弾1) 池谷裕二, 糸井重里 朝日出版社 2002.6 710501399 491.37
基礎から最新トピックスまでのサイトカインがわかる (わかる実験医学
シリーズ : 基本&トピックス)

宮島篤編集 羊土社 2002.6 710500489 491.8

ソフトアクチュエータ開発の最前線 : 人工筋肉の実現をめざして 長田義仁編著代表 エヌ・ティー・エス 2004.1 710500493 492.89
ジーニアス・ファクトリー : 「ノーベル賞受賞者精子バンク」の奇妙
な物語

デイヴィッド・プ
ロッツ著/酒井泰介

早川書房 2005.7 710500454 495.48

毒物劇物取扱責任者試験 : 試験問題の解説・解答 新訂第7版 (国家・資
格シリーズ:89)

山村初雄著 弘文社 2006.2 710501267 498.12

おいしさのレオロジー
中濱信子, 大越ひろ,
森高初恵共著

弘学出版 1997.4 710500881 498.51

医薬品のプロセス化学
日本プロセス化学会
編

化学同人 2005.4 710501449 499.34
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資源エネルギー年鑑 1976 通産資料調査会 1976- 710500417 501
応用数学ハンドブック 藤原毅夫 [ほか] 編 丸善 2005.3 710500220 501.1

工業数学
山形大学工学部電気
電子工学科, 八塚京
子著

山形大学工学部電気
電子工学科

2005.1 710501125 501.1

工業数学
山形大学工学部電気
電子工学科, 八塚京
子著

山形大学工学部電気
電子工学科

2005.1 710501126 501.1

工業数学
山形大学工学部電気
電子工学科, 八塚京
子著

山形大学工学部電気
電子工学科

2005.1 710501127 501.1

Principles of mechanics and dynamics pt. 1 (Dover phoenix editions)

by Sir William
Thomson (Lord
Kelvin) and Peter
Guthrie Tait

Dover Publications 2003 710501054 501.2

Principles of mechanics and dynamics pt. 2 (Dover phoenix editions)

by Sir William
Thomson (Lord
Kelvin) and Peter
Guthrie Tait

Dover Publications 2003 710501055 501.2

半導体技術 上 (物理工学実験:2-3) 庄野克房著 東京大学出版会 1976.5 710501087 501.2
半導体技術 上 (物理工学実験:2-3) 庄野克房著 東京大学出版会 1976.5 710501131 501.2

マイクロ・ナノ熱流体ハンドブック
マイクロ・ナノ熱流
体ハンドブック編集
委員会編

エヌ・ティー・エス 2006.2 710501602 501.2

科学計測のためのデータ処理入門 : 科学技術分野における計測の基礎
技術 (I/F essence)

河田聡編著 CQ出版 2002.1 710500230 501.22

LabVIEW[TM]プログラミングガイド : グラフィカル言語によるPCベー
ス計測とデータ解析

ロバート・H・ビ
ショップ著/尾花健
一郎訳

アスキー 2005.3 710500883 501.22

LabVIEW[TM]プログラミングガイド : グラフィカル言語によるPCベー
ス計測とデータ解析

ロバート・H・ビ
ショップ著/尾花健
一郎訳

アスキー 2005.3 710500884 501.22

LabVIEW[TM]プログラミングガイド : グラフィカル言語によるPCベー
ス計測とデータ解析

ロバート・H・ビ
ショップ著/尾花健
一郎訳

アスキー 2005.3 710500885 501.22

バーチャル計測器LabVIEW入門 : PCによる計測器の実現とプログラミ
ング (計測・制御シリーズ)

渡島浩健著 CQ出版 2004.9 710500886 501.22

バーチャル計測器LabVIEW入門 : PCによる計測器の実現とプログラミ
ング (計測・制御シリーズ)

渡島浩健著 CQ出版 2004.9 710500887 501.22

バーチャル計測器LabVIEW入門 : PCによる計測器の実現とプログラミ
ング (計測・制御シリーズ)

渡島浩健著 CQ出版 2004.9 710500888 501.22

やさしく学べる工業熱力学 中島健著 森北出版 2004.6 710500341 501.26
CRC handbook of thermodynamics data of polymer solutions at
elevated pressures

Christian Wohlfarth CRC Press c2005 710501000 501.26

Fundamentals and applications of microfluidics (MEMS--
Microelectromechanical systems series)

Nam-Trung Nguyen,
Steven T. Wereley

Artech House c2002 710500259 501.3

よくわかる工業力学 大熊政明 [ほか] 共 培風館 1996.9 710500346 501.3
An elementary treatise on theoretical mechanics (Dover phoenix J.H. Jeans Dover Publications 2005 710501050 501.3
Rayleigh's principle and its applications to engineering : the theory and
practice of the energy method for the approximate determination of
critical loads and speeds (Dover phoenix editions)

by G. Temple and
W.G. Bickley

Dover Publications 2004 710501056 501.3

要説材料力学 (現代理工学大系) 野田直剛 [ほか] 共 日新出版 2004.4 710500309 501.32
要説材料力学 (現代理工学大系) 野田直剛 [ほか] 共 日新出版 2004.4 710500310 501.32
Advanced mechanics of materials and applied elasticity Anthony Armenakas Taylor & Francis 2006 710501101 501.32

Damage mechanics : hardcover (Mechanical engineering:194)
George Z.
Voyiadjis, Peter I.

Taylor & Francis 2005 710501104 501.32

Advanced mechanics of materials
Roman Solecki, R.
Jay Conant

Oxford University
Press

2003 710501106 501.32

レオロジーデータハンドブック
日本レオロジー学会
編

丸善 2006.1 710501229 501.33

有限要素法のノウハウ 東町高雄著 森北出版 1993.3 710500844 501.34

Electronic composites Minoru Taya
Cambridge
University Press

2005 710500854 501.4

ナノマテリアルハンドブック 国武豊喜監修 エヌ・ティー・エス 2005.2 710500878 501.4

多孔質吸着材ハンドブック 吉田弘之監修
フジ・テクノシステ
ム

2005.7 710500980 501.4

エネルギー変換 (東京大学機械工学:5) 斎藤孝基 [ほか] 著 東京大学出版会 1995.6 710500333 501.6
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エネルギー便覧 プロセス編
日本エネルギー学会
編

コロナ社
2004.5-
2005.4

710500891 501.6

エネルギーと環境の技術開発 (地球環境のための技術としくみシリー
ズ:6)

松岡譲編著/森俊介,
槌屋治紀, 藤井康正
[著]

コロナ社 2005.8 710500925 501.6

エネルギー・環境キーワード辞典 : 分野別用語一覧付
日本エネルギー学会
編

コロナ社 2005.6 710500926 501.6

明日のものづくり : CAEによる新しい文化の創造 (日経ものづくりの
本)

サイバネットシステ
ム株式会社著

日経BP社/日経BP出
版センター (発売)

, 2005.10 710501233 501.8

技術の文化史 (技術文化ブックス:2. 産業考古学シリーズ:2) 黒岩俊郎編 アグネ 1993.1 710500920 502
日本の近代技術はこうして生まれた : 産業遺産をヒントに考える 馬渕浩一著 玉川大学出版部 1999.11 710501041 502.1

Technology in America : the age of material progress (GEMCOビデオ
プログラム:5100. Technology in America)

[written by] Harold
C.
Livesay/producer,

Coronet/MTI/Gemco , 19-- 710500923 502.53

Technology in America : the age of invention (GEMCOビデオプログラ
ム:5099. Technology in America)

[written by] Harold
C.
Livesay/producer,

Coronet/MTI/Gemco , 19-- 710500924 502.53

ニューセラミックス・ガラス (ナノマテリアル工学大系:第1巻) 平尾一之監修
フジ・テクノシステ
ム

2005.1 710500567 504

技術と人間の哲学のために (人間選書:114) 中岡哲郎著 農山漁村文化協会 1987.5 710500892 504

ナノ金属 (ナノマテリアル工学大系:第2巻) 井上明久監修
フジ・テクノシステ
ム

2006.1 710501023 504

技術屋 (エンジニア) の心眼
E・S・ファーガソ
ン著/藤原良樹, 砂田
久吉訳

平凡社 1995.7 710501202 504

重大事故の舞台裏 : 技術で解明する真の原因 (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)

, 2005.10 710501234 504

報告書作成法 : 技術者必携!読み手をうならせる 野村俊夫著 日刊工業新聞社 1999.1 710500306 507
技術英語の同義語活用辞典 : 例文詳解 原田豊太郎著 日刊工業新聞社 1997.3 710500321 507
技術英語の動詞活用辞典 : 例文詳解 原田豊太郎著 日刊工業新聞社 1992.3 710500322 507

TRIZの理論とその展開 : システマティック・イノベーション
産業能率大学
CPM/TRIZ研究会監
修

産能大学出版部 2003.4 710500975 507

価格競争なきものづくり (日経ものづくりの本) 多喜義彦著 日経BP社 2006.1 710501232 507

理系思考 : エンジニアだからできること 大滝令嗣著
ランダムハウス講談
社

2005.9 710501410 507

創造力育成の方法 : JABEE対応の創成型教育 塚本真也著 森北出版 2003.3 710501417 507

知的財産権事典 第2版

半田正夫編 : 牧野利
秋編 : 盛岡一夫編 :
角田政芳編 : 三浦正
広編

丸善 2005.9 710500418 507.2

計算熱流体力学 (岩波講座現代工学の基礎:空間系 ; 3)
笠木伸英, 松本洋一
郎, 大橋弘忠著

岩波書店 2002.12 710500619 508

設計の理論 (岩波講座現代工学の基礎:設計系 ; 2) 冨山哲男著 岩波書店 2002.12 710500620 508
設計の方法論 (岩波講座現代工学の基礎:設計系 ; 3) 畑村洋太郎著 岩波書店 2000.5 710500737 508

計算力学 (岩波講座現代工学の基礎:空間系 ; 1)
矢川元基, 関東康祐,
奥田洋司著

岩波書店 2000.5 710500738 508

材料特性と材料選択 (岩波講座現代工学の基礎:材料系 ; 3)
落合庄治郎, 北條正
樹, 藤田静雄, 伊藤
靖彦著

岩波書店 2000.6 710500739 508

デザイン論 (岩波講座現代工学の基礎:技術連関系 ; 6) 田中央著 岩波書店 2000.6 710500740 508
バイオ材料の基礎 (岩波講座現代工学の基礎:材料系 ; 8) 前田瑞夫著 岩波書店 2000.7 710500741 508
コンピュータシステムの基礎 (岩波講座現代工学の基礎:情報系 ; 4) 雨宮真人著 岩波書店 2000.7 710500742 508
ネットワークシステムの基礎 (岩波講座現代工学の基礎:情報系 ; 5) 白鳥則郎著 岩波書店 2000.1 710500743 508
品質管理 (岩波講座現代工学の基礎:技術連関系 ; 3) 久米均著 岩波書店 2000.1 710500744 508
インタラクションの理解とデザイン (岩波講座現代工学の基礎:情報系 ; 西田豊明著 岩波書店 2000.11 710500745 508
高分子材料 (岩波講座現代工学の基礎:材料系 ; 6) 高原淳著 岩波書店 2000.11 710500746 508
センシングの基礎 (岩波講座現代工学の基礎:情報系 ; 3) 山﨑弘郎著 岩波書店 2001.3 710500747 508
金属材料 (岩波講座現代工学の基礎:材料系 ; 4) 岸輝雄, 福富洋志著 岩波書店 2001.3 710500748 508
情報の管理と処理 (岩波講座現代工学の基礎:情報系 ; 6) 上林弥彦著 岩波書店 2002.1 710500749 508
システムの設計・運用・評価 (岩波講座現代工学の基礎:設計系 ; 5) 鈴木篤之, 元田浩著 岩波書店 2002.1 710500750 508
計算化学 (岩波講座現代工学の基礎:空間系 ; 5) 長嶋雲兵著 岩波書店 2002.3 710500751 508
製造システム (岩波講座現代工学の基礎:設計系 ; 6) 木村文彦著 岩波書店 2002.3 710500752 508
人工物の構造と特性 (岩波講座現代工学の基礎:設計系 ; 1) 中島尚正著 岩波書店 2002.6 710500754 508

新・VEの基本 : 価値分析の考え方と実践プロセス
産能大学VE研究グ
ループ著

産能大学出版部 1998.5 710500940 509.6

価値追求の基礎 (VE program learning:1) 土屋裕, 中神芳夫共 産能大学出版部 2003.4 710500942 509.6
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価値追求の実践 1 (VE program learning:2-3)
土屋裕, 中神芳夫共
著

産能大学出版部
2003.4-
2003.11

710500943 509.6

価値追求の実践 2 (VE program learning:2-3)
土屋裕, 中神芳夫共
著

産能大学出版部
2003.4-
2003.11

710500944 509.6

価値追求の管理 (VE program learning:4) 土屋裕, 中神芳夫共 産能大学出版部 2003.11 710500945 509.6

生産管理実務 製造部門担当者編
西澤隆二, 遠上正一,
中神芳夫編著

産能大学出版部 2003.4 710500960 509.6

生産管理実務 設計部門担当者編
西澤隆二, 遠上正一,
中神芳夫編著

産能大学出版部 2003.4 710500961 509.6

中国的工場カイゼン記 (日経ものづくりの本) 遠藤健治著
日経BP社/日経BP出
版センター(発売)

, 2005.5 710501235 509.6

リサイクル製品設計ハンドブック
中村茂弘編著/特
許・リサイクル対策
研究会著

日刊工業新聞社 2000.1 710500303 509.63

リモートセンシングの基礎
W.G.Rees著/久世宏
明[ほか]共訳

森北出版 2005.4 710500223 512.75

建設車両の仕組みと構造 GP企画センター編 グランプリ出版 2001.12 710500278 513.8
建設車両の仕組みと構造 GP企画センター編 グランプリ出版 2001.12 710500279 513.8
建設車両の仕組みと構造 GP企画センター編 グランプリ出版 2001.12 710500280 513.8

道路橋示方書・同解説 [2002年]改訂版 1 共通編 2 鋼橋編 日本道路協会編
日本道路協会/丸善
(発売)

, 2002.3 710500307 515

道路橋示方書・同解説 [2002年]改訂版 1 共通編 2 鋼橋編 日本道路協会編
日本道路協会/丸善
(発売)

, 2002.3 710500308 515

アイアンブリッジ
ネイル・コッソン,
バリー・トリンダー
著/五十畑博訳

建設図書 1989.12 710501042 515.02

鉄 (かね) の橋百選 : 近代日本のランドマーク 成瀬輝男編 東京堂出版 1994.9 710501045 515.45
廃棄物処理技術用語辞典 中井多喜雄著 日刊工業新聞社 2000.7 710500329 518.52

都市再生 : 交通学からの解答

家田仁, 岡並木編著/
国際交通安全学会・
都市と交通研究グ
ループ著

学芸出版社 2002.7 710501437 518.84

おもしろい環境汚染浄化のはなし
松永是, 倉根隆一郎
編著

日刊工業新聞社 1999.2 710500324 519

Environmental science : earth as a living planet 5th ed : Wiley
international ed

Daniel B. Botkin,
Edward A.
Keller/with
assistance from
Dorothy B.

John Wiley & Sons c2005 710501098 519

環境分析化学 合原眞 [ほか] 共著 三共出版 2004.4 710500367 519.15

よくわかる!環境計量士試験濃度関係 : 合格を確実にする 第9版 (国家・
資格試験シリーズ:109)

国際環境専門学校編
著 : 河合範夫執筆 :
久谷邦夫執筆

弘文社 2005.4 710501141 519.15

環境計量士国家試験問題の正解と解説 第31回
日本環境測定分析協
会/丸善(発売)

, 1975.8- 710501143 519.15

環境計量士国家試験問題の正解と解説 第31回
日本環境測定分析協
会/丸善(発売)

, 1975.8- 710501144 519.15

室内空気汚染の原因と対策 池田耕一著 日刊工業新聞社 1998.11 710500325 519.3
日本土壌の有害金属汚染 : データで示す 浅見輝男著 アグネ技術センター 2001.3 710500553 519.5
Mechatronic systems : fundamentals Rolf Isermann Springer c2005 710501105 530

道具と機械の本 : てこからコンピューターまで 新版
デビッド・マコーレ
イ [著]/歌崎秀史訳

岩波書店 1999.1 710501184 530

機械設計における有限要素法の活用
チャールズ E.ナイ
ト原著/酒井信介訳

森北出版 1997.1 710500845 531

基礎からの機械力学 (実用理工学入門講座)
景山一郎, 矢口博之,
山崎徹共著

日新出版 2005.4 710500394 531.3

無段変速機CVT入門 守本佳郎著 グランプリ出版 2004.1 710500263 531.38
無段変速機CVT入門 守本佳郎著 グランプリ出版 2004.1 710500264 531.38
無段変速機CVT入門 守本佳郎著 グランプリ出版 2004.1 710500265 531.38
トロイダルCVT 田中裕久著 コロナ社 2000.7 710500266 531.38
トロイダルCVT 田中裕久著 コロナ社 2000.7 710500267 531.38
トロイダルCVT 田中裕久著 コロナ社 2000.7 710500268 531.38

摩擦への挑戦 : 新幹線からハードディスクまで (新コロナシリーズ:52)
日本トライボロジー
学会編

コロナ社 2005.6 710500930 531.8

Engineering tribology 3rd ed
Gwidon W.
Stachowiak, Andrew
W. Batchelor

Elsevier
Butterworth-
Heinemann

c2005 710501103 531.8
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渦巻ポンプの設計 : SI版 : 設計製図の基礎 柏原俊規 [ほか] 共 パワー社 2000.3 710500626 534.43
蒸気機関車メカニズム図鑑 細川武志著 グランプリ出版 1998.7 710500281 536.1
蒸気機関車メカニズム図鑑 細川武志著 グランプリ出版 1998.7 710500282 536.1
蒸気機関車メカニズム図鑑 細川武志著 グランプリ出版 1998.7 710500283 536.1
クルマのメカ&仕組み図鑑 細川武志著 グランプリ出版 2003.1 710500272 537.1
クルマのメカ&仕組み図鑑 細川武志著 グランプリ出版 2003.1 710500273 537.1
クルマのメカ&仕組み図鑑 細川武志著 グランプリ出版 2003.1 710500274 537.1
オートマチック・トランスミッション入門 坂本研一著 グランプリ出版 1995.6 710500260 537.3
オートマチック・トランスミッション入門 坂本研一著 グランプリ出版 1995.6 710500261 537.3
オートマチック・トランスミッション入門 坂本研一著 グランプリ出版 1995.6 710500262 537.3
車両運動性能とシャシーメカニズム 宇野高明著 グランプリ出版 1994.9 710500269 537.5
車両運動性能とシャシーメカニズム 宇野高明著 グランプリ出版 1994.9 710500270 537.5
車両運動性能とシャシーメカニズム 宇野高明著 グランプリ出版 1994.9 710500271 537.5
サスペンションの仕組みと走行性能 熊野学著 グランプリ出版 1997.8 710500275 537.5
サスペンションの仕組みと走行性能 熊野学著 グランプリ出版 1997.8 710500276 537.5
サスペンションの仕組みと走行性能 熊野学著 グランプリ出版 1997.8 710500277 537.5
トヨタはいかにして「最強の車」をつくったか 片山修 [著] 小学館 2002.12 710500470 537.92

世界航空機文化図鑑 : 鳥人間からスペースシャトルまで
R.G.グラント著/天
野完一, 乾正文訳

東洋書林 2003.11 710501039 538.02

電験三種徹底解説テキスト理論 2006
電験三種教育研究会
編

実教出版 2005.1 710501356 540.79

電験三種徹底解説テキスト電力 2006
電験三種教育研究会
編

実教出版 2005.1 710501357 540.79

電験三種徹底解説テキスト機械 2006
電験三種教育研究会
編

実教出版 2005.1 710501358 540.79

電験三種徹底解説テキスト法規 2006
電験三種教育研究会
編

実教出版 2005.1 710501359 540.79

電験第二種理論 : 平成16年～3年収録 第2版 (科目合格のためのデータ
ベースマスタブック)

電験問題研究会編 電気書院 2005.1 710501360 540.79

電験第二種電力 : 科目合格のためのデータベースマスタブック 平成16
年～3年収録 第2版

電験問題研究会編 電気書院 2005.1 710501361 540.79

電験第二種機械 : 科目合格のためのデータベースマスタブック 平成16
年～3年収録 第2版

電験問題研究会編 電気書院 2005.1 710501362 540.79

電験第二種法規 : 平成16年～3年収録 第2版 (科目合格のためのデータ
ベースマスタブック)

電験問題研究会編 電気書院 2005.2 710501363 540.79

電験第3種模範解答集 平成18年版 電験問題研究会著 電気書院 2005.12 710501364 540.79
電験第2種模範解答集 平成18年版 電験問題研究会著 電気書院 2005.12 710501365 540.79
磁気センサ理工学 毛利佳年雄著 コロナ社 1998.3 710500245 541.58

Advanced magnetic materials : nanostructural effects (Handbook of
advanced magnetic materials:v. 1)

edited by Yi Liu,
David J. Sellmyer,
Daisuke Shindo

Tsinghua University
Press/Springer

, c2006 710501225 541.66

Advanced magnetic materials : characterization and simulation
(Handbook of advanced magnetic materials:v. 2)

edited by Yi Liu,
David J. Sellmyer,
Daisuke Shindo

Tsinghua University
Press/Springer

, c2006 710501226 541.66

Advanced magnetic materials : fabrication and processing (Handbook
of advanced magnetic materials:v. 3)

edited by Yi Liu,
David J. Sellmyer,
Daisuke Shindo

Tsinghua University
Press/Springer

, c2006 710501227 541.66

Advanced magnetic materials : properties and applications (Handbook
of advanced magnetic materials:v. 4)

edited by Yi Liu,
David J. Sellmyer,
Daisuke Shindo

Tsinghua University
Press/Springer

, c2006 710501228 541.66

「クリーン発電」がよくわかる本 東京書籍 2005.12 710501243 543

絵ときでわかる電気エネルギー
福田務, 相原良典,
大島輝夫共著

オーム社 2005.6 710501366 543

電力工学 (電気・電子系教科書シリーズ:21) 江間敏, 甲斐隆章共 コロナ社 2003.1 710501368 543
エネルギー変換工学 : 地球温暖化の終焉へ向けて 柳父悟, 西川尚男著 東京電機大学出版局 2004.3 710501370 543

エネルギーエレクトロニクス : 新しい電力供給システムを創る (産総研
シリーズ)

産業技術総合研究所
電力エネルギー研究
部門, 産業技術総合
研究所パワーエレク
トロニクス研究セン
ター, 産業技術総合
研究所薄膜シリコン
系太陽電池開発研究
ラボ編

丸善 2003.8 710501618 543

電力工学ハンドブック
宅間董, 高橋一弘,
柳父悟編集/赤崎正
則[ほか]編集顧問

朝倉書店 2005.1 710500857 543.036
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電力工学ハンドブック
宅間董, 高橋一弘,
柳父悟編集/赤崎正
則[ほか]編集顧問

朝倉書店 2005.1 710501371 543.036

小型水力発電実践記 : 水の恵みを電気に! : 手作り発電を楽しむ (サイエ
ンス・シリーズ)

川上博著 パワー社 2006.2 710501238 543.3

電気通信主任技術者試験全問題解答集 : 第1種第2種線路 05-06年版 1:
共通編

電気通信主任技術者
試験研究会編

日本理工出版会 1995.3- 710501372 547.078

電気通信主任技術者試験全問題解答集 : 第1種第2種線路 05-06年版 2:
専門編

電気通信主任技術者
試験研究会編

日本理工出版会 1995.3- 710501373 547.078

基礎から学ぶ信号処理 飯國洋二著 培風館 2004.1 710500225 547.1
よくわかる信号処理 浜田望著 オーム社 1995.2 710500226 547.1
MATLABによるディジタル信号とシステム 足立修一著 東京電機大学出版局 2002.2 710500227 547.1
信号とシステム 斉藤洋一著 コロナ社 2003.6 710500311 547.1

電気通信主任技術者線路設備及び設備管理 新版
電気通信主任技術者
試験研究会編

日本理工出版会 2005.4 710501375 547.2

コンピュータ通信とネットワーク 第5版
福永邦雄, 泉正夫,
荻原昭夫著

共立出版 2002.9 710500313 547.48

FLASH ActionScript 辞典 第2版 (Desktop reference)
伊藤のりゆき, 古籏
一浩, 植木友浩著

翔泳社 2005.1 710501128 547.48

電気通信主任技術者無線テキスト 新版
電気通信主任技術者
試験研究会編

日本理工出版会 2005.4 710501374 547.5

初めて学ぶ基礎ロボット工学
小川鑛一, 加藤了三
共著

東京電機大学出版局 1998.1 710500214 548

MATLABによる制御系設計
野波健蔵編著/西村
秀和, 平田光男共著

東京電機大学出版局 1998.5 710500294 548

ロボットマニピュレータの運動学 (ロボット工学教科書シリーズ:第2巻) 杉本浩一著 培風館 1997.11 710500332 548

Dynamics of robots with contact tasks (International series on
microprocessor-based and intelligent systems engineering:v. 26)

Miomir
Vukobratovic,
Veljko Potkonjak

Kluwer Academic c2003 710500391 548

Mobile robotics : a practical introduction 2nd ed : pbk Ulrich Nehmzow Springer 2003 710500407 548
ROBO-ONEのための二足歩行ロボット製作ガイド (RoboBooks) ROBO-ONE委員会 オーム社 2004.5 710500215 548.3

メカトロニクス入門 第2版
土谷武士, 深谷健一
共著

森北出版 2004.12 710500216 548.3

Introduction to robotics : mechanics and control 3rd ed John J. Craig Peason Prentice c2005 710500258 548.3
ロボット制御基礎論 (コンピュータ制御機械システムシリーズ:10) 吉川恒夫著 コロナ社 1988.11 710500296 548.3
ロボット工学 : 機械システムのベクトル解析 改訂版 (機械工学選書) 広瀬茂男著 裳華房 1996.9 710500301 548.3
信号とダイナミカルシステム (システム制御工学シリーズ:2) 足立修一著 コロナ社 1999.1 710500312 548.3

知能ロボット入門 : 動作計画問題の解法
太田順, 倉林大輔,
新井民夫共著

コロナ社 2001.1 710500370 548.3

メカノクリーチャ : 生物から学ぶデザインテクノロジー 日本機械学会編 コロナ社 2003.4 710500371 548.3

はじめてのロボット創造設計
米田完, 坪内孝司,
大隅久共著

講談社 2001.9 710500372 548.3

ロボサピエンス
ピーター・メンゼ
ル, フェイス・ダル
シオ著/桃井緑美子

河出書房新社 2001.5 710500374 548.3

線形システム 前田肇著 朝倉書店 2001.12 710500561 548.3
線形制御工学 竹内義之著 大学教育出版 2002.9 710500564 548.3
非線形制御工学 竹内義之著 大学教育出版 2003.1 710500565 548.3

モデル予測制御 : 制約のもとでの最適制御
Jan M. Maciejowski
著/足立修一, 管野政
明訳

東京電機大学出版局 2005.1 710500566 548.3

ロボットインフォマティクス (岩波講座ロボット学:5) 安西祐一郎 [ほか] 岩波書店 2005.11 710501028 548.3

Modern control systems 10th ed
Richard C. Dorf,
Robert H. Bishop

Pearson Prentice
Hall

c2005 710501112 548.3

Robust design : a repertoire of biological, ecological, and engineering
case studies : paper (Santa Fe Institute studies in the sciences of

editor, Erica Jen
Oxford University
Press

c2005 710501113 548.3

制御工学 (大学講義シリーズ) 森泰親著 コロナ社 2001.12 710500295 548.31

計算機制御システム : 理論と設計

Karl J. ?str?m,
Bj?rn Wittenmark著/
深谷健一, 江上正,
土谷武士訳

工学社 1997.7 710500345 548.31

システム制御 2 (EE text) 宮崎道雄編著 オーム社
2003.11-
2004.2

710500348 548.31

デジタル時代のインフラプロバイダー : 芝浦メカトロニクスにおける
経営革新

中村元一, 多久安英
著

産能大学出版部 2002.3 710500958 549

太陽電池 (フォトニクスシリーズ:3) 濱川圭弘編著 コロナ社 2004.7 710501369 549
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Electronic devices and circuit theory 9th ed
Robert L.
Boylestad, Louis

Pearson Prentice
Hall

2006 710501107 549.3

Foundations of analog and digital electronic circuits
Anant Agarwal,
Jeffrey H. Lang

Elsevier/Morgan
Kaufman Publishers

c2005 710501109 549.3

太陽電池 : 21世紀のクリーンな発電として : 「原理から応用まで」
谷辰夫編/谷辰夫[ほ
か]共著

パワー社 2004.1 710501367 549.51

半導体工学 : 半導体物性の基礎 第2版 (森北電気工学シリーズ:4) 高橋清著 森北出版 1993.2 710501085 549.8
半導体工学 : 半導体物性の基礎 第2版 (森北電気工学シリーズ:4) 高橋清著 森北出版 1993.2 710501086 549.8
ホログラフィ入門 : 原理と実際 久保田敏弘著 朝倉書店 1995.11 710500996 549.95
ホログラフィ入門 : 原理と実際 久保田敏弘著 朝倉書店 1995.11 710500997 549.95
ホログラフィ入門 : 原理と実際 久保田敏弘著 朝倉書店 1995.11 710500998 549.95
金属の文化史 (技術文化ブックス:1 ; 産業考古学シリーズ||サンギョウ
コウコガク シリーズ ; 1)

黒岩俊郎編 アグネ 1991.6 710500919 560.92

みちのくの鉄 : 仙台藩?屋製鉄の歴史と科学 田口勇, 尾崎保博編
アグネ技術センター
/アグネ(発売)

1994.3 , 710500917 564.09

The great iron and steel rollercoaster (GEMCOビデオプログラム.
Physical resources and environment:S268-01)

ジエムコ出版 1996 710500922 564.33

ミリ、マイクロ、ナノの世界 (新コロナシリーズ:54. もの作り不思議百
科:続)

日本塑性加工学会編 コロナ社 2005.11 710500927 566.2

静的解法FEM-板成形 (加工プロセスシミュレーションシリーズ:1) 日本塑性加工学会編 コロナ社 2004.7 710500840 566.5
粘土ハンドブック 第2版 日本粘土学会編 技報堂出版 1987.4 710501036 569.7
化学物質・プラント事故事例ハンドブック 田村昌三編集代表 丸善 2006.1 710501230 570

粒の世界あれこれ : 図説造粒
日本粉体工業技術協
会造粒分科会編

日刊工業新聞社 2001.1 710500304 571

粉体工学用語辞典 第2版 粉体工学会編 日刊工業新聞社 2000.3 710500305 571.2
ナノパーティクル・テクノロジー : ナノテクの玉手箱 野城清編著 日刊工業新聞社 2003.11 710500334 571.2
先端粉砕技術と応用 エヌジーティー 2005.9 710500496 571.2

基本技術 (微粒子工学大系:第1巻)
柳田博明監修/[廣川
一男編集幹事]

フジ・テクノシステ
ム

2001.1 710500981 571.2

気相中の粒子分散・分級・分離操作 (粉体工学叢書:第3巻) 粉体工学会編 日刊工業新聞社 2006.2 710501601 571.2
トコトンやさしい燃料電池の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシ 燃料電池研究会編 日刊工業新聞社 2001.11 710500319 572.1

解説燃料電池システム
James Larminie,
Andrew Dicks共著/
槌屋治紀訳

オーム社 2004.1 710500755 572.1

燃料電池がわかる本 (なるほどナットク!) 石井弘毅著 オーム社 2001.9 710500756 572.1
図解燃料電池のすべて 本間琢也監修 工業調査会 2003.12 710500757 572.1

洗浄技術用語辞典
日本産業洗浄協議会
編

日刊工業新聞社 2002.9 710500326 576.5

反応性高分子の新展開 シーエムシー出版 2005.5 710500186 578

3D fibre reinforced polymer composites 1st ed
Liyong Tong, Adrian
P. Mouritz, Michael
K. Bannister

Elsevier 2002 710500396 578

導電性高分子の最新応用技術 小林征男監修 シーエムシー出版 2004.4 710500550 578

ポリマー系ナノコンポジットの最新技術と応用
中條澄編/中條澄 [ほ
か] 執筆

シーエムシー 2001.1 710500842 578

プラスチックの機械的性質 (プラスチック材料強度シリーズ:1) 成澤郁夫著 シグマ出版 1994.4 710500846 578
プラスチックの機械的性質 (プラスチック材料強度シリーズ:1) 成澤郁夫著 シグマ出版 1994.4 710500847 578
プラスチックの機械的性質 (プラスチック材料強度シリーズ:1) 成澤郁夫著 シグマ出版 1994.4 710500848 578
Conductive electroactive polymers : intelligent materials systems 2nd
ed.

Gordon G. Wallace
... [et al.]

Taylor & Francis 2003 710500914 578

高分子辞典 第3版 高分子学会編集 朝倉書店 2005.6 710500172 578.03

プラスチックの化学再資源化技術
プラスチック化学リ
サイクル研究会監修

シーエムシー出版 2005.7 710500184 578.4

機能性プラスチックが身近になる本 (CMC books:B725) 竹本喜一, 飯田襄著 シーエムシー出版 2004.7 710500843 578.4
ポリ乳酸グリーンプラスチックの開発と応用 : 植物系樹脂の実用化 フロンティア出版 2005.7 710501390 578.4

総説エポキシ樹脂 第1巻(基礎編 1)
エポキシ樹脂技術協
会創立30周年記念
出版編集委員会編

エポキシ樹脂技術協
会

2003.11 710500836 578.43

総説エポキシ樹脂 第2巻(基礎編 2)
エポキシ樹脂技術協
会創立30周年記念
出版編集委員会編

エポキシ樹脂技術協
会

2003.11 710500837 578.43

総説エポキシ樹脂 第3巻(応用編 1)
エポキシ樹脂技術協
会創立30周年記念
出版編集委員会編

エポキシ樹脂技術協
会

2003.11 710500838 578.43

総説エポキシ樹脂 第4巻(応用編 2)
エポキシ樹脂技術協
会創立30周年記念
出版編集委員会編

エポキシ樹脂技術協
会

2003.11 710500839 578.43

18 / 25 ページ



書 名書 名書 名書 名 編著者編著者編著者編著者 出版社出版社出版社出版社 出版日付出版日付出版日付出版日付 資料資料資料資料IDIDIDID 請求記号請求記号請求記号請求記号
接着便覧 第24版 高分子刊行会 2005.9 710500503 579.1

Newバイオテクノロジー : 化学と生物学の接点がつくる
多比良和誠, 菅裕明
編集

共立出版 2004.8 710500203 579.9

バイオテクノロジー : 新たな生命をつくる (科学がつくる21世紀のくら 大島泰郎監修 リブリオ出版 2003.4 710500256 579.9
トコトンやさしいバイオニクスの本 (B&Tブックス. 今日からモノ知り
シリーズ)

軽部征夫著 日刊工業新聞社 2001.11 710500328 579.9

人工酵素と生体膜 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:154) 戸田不二緒編 シーエムシー出版 2003.8 710500395 579.9
酵素テクノロジー (バイオテクノロジーシリーズ:2) 上島孝之著 幸書房 1999.11 710500255 579.97
臥雲辰致とガラ紡機 : 発明の文化遺産 : 和紡糸・和布の謎を探る (産業
考古学シリーズ:4)

北野進著 アグネ技術センター 1994.7 710500921 586.28

生物化学工学 新版 海野肇 [ほか] 著 講談社 2004.1 710500202 588.51

アンリ・ジャイエのワイン造り : ヴォーヌ=ロマネの伝説
ジャッキー・リゴー
[著]/立花洋太訳

白水社 2005.3 710500471 588.55

東京の産業遺産 : 23区 (産業考古学シリーズ:3) 金子六郎著 アグネ技術センター 1994.6 710501044 602.136
トコトンやさしい単位の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 山川正光著 日刊工業新聞社 2002.8 710500320 609

SI単位ポケットブック 第2版
国際単位研究会編/
中井多喜雄編著

日刊工業新聞社 2003.6 710500323 609

そこが知りたい単位の知識 山川正光著 日刊工業新聞社 1993.1 710500327 609
動物力 : 犬のフリ見て我がフリ治せ! 永田高司著 人文書院 2005.8 710500474 649.04
木材乾燥のすべて 改訂増補版 寺澤眞著 海青社 2004.3 710500932 657.4
早稲田発ゴミが商店街(まち)を元気にした! 藤村望洋著 商業界 2001.8 710501439 672.1

営業管理実務
齋藤政美, 宮内洋喜
編著

産業能率大学出版部 2004.11 710500963 673.3

大型店に勝つ : ショップ&商店街のポイント戦略 (地域活性化読本) 堀内信美著 メタ・ブレーン 2005.6 710501440 673.7
世界市場争奪戦 : 日本発のマーケティング戦略は世界市場をどこまで
制覇できるか

ジョージ・フィール
ズ著

産能大学出版部 1998.4 710500938 675

テクノロジー・マーケティング : 技術が市場を創出する : 入門

産業能率大学テクノ
ロジー・マーケティ
ング研究プロジェク
ト編著

産能大学出版部 2004.3 710500976 675

経営のための需要の分析と予測 本多正久著 産能大学出版部 2000.1 710500955 675.2
現代交通政策 [1] 藤井彌太郎, 中条潮 東京大学出版会 1992.3 710501435 681.1
都市と路面公共交通 : 欧米にみる交通政策と施設 西村幸格, 服部重敬 学芸出版社 2000.12 710501436 681.8
交通天国シンガポール : 最新交通システムと政策 加納敏幸著 成山堂書店 1997.12 710501434 682.23
地方分権とバス交通 : 規制緩和後のバス市場 (日本交通政策研究会研究
双書:20)

寺田一薫編著 勁草書房 2005.9 710501620 685.5

視聴者が動いた 巨大NHKがなくなる 田原茂行著 草思社 2005.9 710500472 699.21

文化財をまもる 改訂版 江本義理著
アグネ技術センター
/アグネ (発売)

, 1997.6 710500918 709.1

特命全権大使『米欧回覧実記』銅版画集 久米美術館編 久米美術館 1985 710500983 735

Composing music with computers (Music technology series)
Eduardo Reck
Miranda

Focal Press 2001 710500414 763.9

クリスマス・キャロル
モイラ・アームスト
ロング監督/チャー
ルズ・ディケンズ原

アイ・ヴィー・シー
(発売)/ビームエンタ
テイメント (販売)

, 2000 710501640 778.233

嵐が丘 : 上映権付き

サミュエル・ゴール
ドウィン製作/ウイ
リアム・ワイラー監
督/エミリー・ブロ
ンテ原作

アイ・ヴィー・シー
(発売)

2000 710501637 778.253

黄色いリボン : [上映権承認付]

ジョン・フォード監
督/ジェームズ・
ウォーナー・ベラ原
作/フランク・S・
ニュージェント,
ローレンス・スター
リングス脚本

アイ・ヴィー・シー
(発売)

1999 710501638 778.253

チャップリンの醜女の深情 (Charles Chaplin masterpieces)
マック・セネット監
督

アイ・ヴィー・シー
(発売)

2001 710501639 778.253

ベン・ハー [上映権付き]
フレッド・ニブロ監
督/ケイリー・ウィ
ルスン脚本

アイ・ヴィー・シー
(発売)

1998 710501641 778.253

チャップリン作品集 1 [上映権付き] (世界クラシック名画100撰集:88-
93)

クラシックDVDプ
ロジェクト (発売)

1999 710501642 778.253

チャップリン作品集 2 [上映権付き] (世界クラシック名画100撰集:88-
93)

クラシックDVDプ
ロジェクト (発売)

1999 710501643 778.253
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チャップリン作品集 3 [上映権付き] (世界クラシック名画100撰集:88-
93)

クラシックDVDプ
ロジェクト (発売)

1999 710501644 778.253

チャップリン作品集 4 [上映権付き] (世界クラシック名画100撰集:88-
93)

クラシックDVDプ
ロジェクト (発売)

1999 710501645 778.253

チャップリン作品集 5 [上映権付き] (世界クラシック名画100撰集:88-
93)

クラシックDVDプ
ロジェクト (発売)

1999 710501646 778.253

ゲームプログラミングのための3Dグラフィックス数学
Eric Lengyel著/狩野
智英翻訳

ボーンデジタル 2002.11 710500331 798.5

問題な日本語 : どこがおかしい?何がおかしい? 北原保雄編 大修館書店 2004.12 710500458 810.4

TOPEC職業分野別英語コミュニケーションテストエンジニアリング
&IT過去問題集

プロフェッショナル
イングリッシュコ
ミュニケーション協
会著

祥文堂印刷 2004.11 710501081 830.79

TOPEC職業分野別英語コミュニケーションテストエンジニアリング
&IT過去問題集

プロフェッショナル
イングリッシュコ
ミュニケーション協
会著

祥文堂印刷 2004.11 710501082 830.79

はじめて受けるTOEIC TESTパーフェクト攻略 松野守峰, 根岸進共 桐原書店 1998.7 710501149 830.79
はじめて受けるTOEIC TESTパーフェクト攻略 松野守峰, 根岸進共 桐原書店 1998.7 710501150 830.79
スコア別TOEIC テスト英単語・熟語パーフェクト攻略 : 最新"出る単
"2400 最新3訂版

松野守峰著 桐原書店 2004.12 710501151 830.79

スコア別TOEIC テスト英単語・熟語パーフェクト攻略 : 最新"出る単
"2400 最新3訂版

松野守峰著 桐原書店 2004.12 710501152 830.79

TOEICテスト直前の技術 (テクニック) : 11日間即効プログラム
ロバート・ヒルキ,
ポール・ワーデン共
著

アルク 2004.12 710501162 830.79

TOEICテスト直前の技術 (テクニック) : 11日間即効プログラム
ロバート・ヒルキ,
ポール・ワーデン共
著

アルク 2004.12 710501163 830.79

TOEIC TEST完全マスター460 改訂新版 (語学シリーズ) メディアファイブ編 メディアファイブ 2003.4 710501164 830.79
TOEIC TEST完全マスター600 改訂新版 (語学シリーズ) メディアファイブ編 メディアファイブ 2003.4 710501165 830.79
TOEIC TEST完全マスター730 改訂新版 (語学シリーズ) メディアファイブ編 メディアファイブ 2003.4 710501166 830.79
TOEIC TEST完全マスター460 改訂新版 (語学シリーズ) メディアファイブ編 メディアファイブ 2003.4 710501167 830.79
TOEIC TEST完全マスター600 改訂新版 (語学シリーズ) メディアファイブ編 メディアファイブ 2003.4 710501168 830.79
TOEIC TEST完全マスター730 改訂新版 (語学シリーズ) メディアファイブ編 メディアファイブ 2003.4 710501169 830.79
TOEIC TEST完全マスター460 media5 Special 書店版 メディアファイブ 710501170 830.79
TOEIC TEST完全マスター460 media5 Special 書店版 メディアファイブ 710501171 830.79
TOEIC TEST完全マスター600 media5 Special 書店版 メディアファイブ 710501172 830.79
TOEIC TEST完全マスター600 media5 Special 書店版 メディアファイブ 710501173 830.79
TOEIC TEST完全マスター730 media5 Special 書店版 メディアファイブ 710501174 830.79
TOEIC TEST完全マスター730 media5 Special 書店版 メディアファイブ 710501175 830.79

TOEIC攻略ボキャブラリー : 600点以上をめざす必修単語 CD版
リンガフォン・ジャ
パン編集部編

リンガフォン・ジャ
パン

1994.11 710501176 830.79

TOEIC攻略ボキャブラリー : 600点以上をめざす必修単語 CD版
リンガフォン・ジャ
パン編集部編

リンガフォン・ジャ
パン

1994.11 710501177 830.79

リンガフォンTOEIC攻略模試 : 完全模擬テスト200問+直前対策模擬テ
スト100問でスコアアップ [カセット版] : セット

リンガフォン・ジャ
パン編集部 [編]

リンガフォン・ジャ
パン

1995.9 710501178 830.79

リンガフォンTOEIC攻略模試 : 完全模擬テスト200問+直前対策模擬テ
スト100問でスコアアップ [カセット版] : セット

リンガフォン・ジャ
パン編集部 [編]

リンガフォン・ジャ
パン

1995.9 710501179 830.79

リンガフォンTOEIC攻略 CD版 リーディング力養成編 : [セット]
リンガフォン・ジャ
パン編集部編

リンガフォン・ジャ
パン

1995.7 710501180 830.79

リンガフォンTOEIC攻略 CD版 リーディング力養成編 : [セット]
リンガフォン・ジャ
パン編集部編

リンガフォン・ジャ
パン

1995.7 710501181 830.79

リンガフォンTOEIC攻略 CD版 リスニング力養成編 : [セット]
リンガフォン・ジャ
パン編集部編

リンガフォン・ジャ
パン

1995.7 710501182 830.79

リンガフォンTOEIC攻略 CD版 リスニング力養成編 : [セット]
リンガフォン・ジャ
パン編集部編

リンガフォン・ジャ
パン

1995.7 710501183 830.79

TOEICテスト徹底練習500題 リスニング編
石井隆之, 喜多尊史
監修/吉永秀之[ほか]
編著

三修社 2002.7- 710501211 830.79

TOEICテスト徹底練習500題 リスニング編
石井隆之, 喜多尊史
監修/吉永秀之[ほか]
編著

三修社 2002.7- 710501212 830.79

TOEICテスト徹底練習500題 リーディング編
石井隆之, 喜多尊史
監修/吉永秀之[ほか]
編著

三修社 2002.7- 710501213 830.79
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TOEICテスト徹底練習500題 リーディング編
石井隆之, 喜多尊史
監修/吉永秀之[ほか]
編著

三修社 2002.7- 710501214 830.79

聞いて、聞いて、聞いて覚える!英会話お決まり表現160
浦島久, クライド・
ダブンポート共著

マクミランランゲー
ジハウス

2002.3 710501239 837.8

ゼロからスタート英会話 : だれにでも話せる基本フレーズ50とミニ英
会話45

妻鳥千鶴子著 Jリサーチ出版 2005.12 710501244 837.8

CDエクスプレスデンマーク語 横山民司著 白水社 2005.8 710500568 849.7
CDエクスプレスハンガリー語 早稲田みか著 白水社 2005.1 710500569 893.7
資料三島由紀夫 再訂 福島鋳郎著 朝文社 2005.9 710500461 910.26

谷崎潤一郎の京都を歩く (新撰京の魅力)
河野仁昭文 : 渡部巌
写真

淡交社 2005.1 710500512 910.26

日本人に贈る聖書ものがたり [1] 族長たちの巻 中川健一著 文芸社 2003.9- 710500284 913.6
日本人に贈る聖書ものがたり 2 契約の民の巻 中川健一著 文芸社 2003.9- 710500285 913.6
東京奇譚集 村上春樹著 新潮社 2005.9 710500445 913.6
孤宿の人 下 宮部みゆき著 新人物往来社 2005.6 710500446 913.6
博士の愛した数式 小川洋子著 新潮社 2003.8 710500457 913.6
半島を出よ 上 村上龍著 幻冬舎 2005.3 710500459 913.6
半島を出よ 下 村上龍著 幻冬舎 2005.3 710500460 913.6
対岸の彼女 角田光代著 文藝春秋 2004.11 710500462 913.6
さくら 西加奈子著 小学館 2005.3 710500468 913.6

Love history (ダ・ヴィンチブックス) 西田俊也著
メディアファクト
リー

2000.12 710500469 913.6

その日のまえに 重松清著 文藝春秋 2005.8 710500499 913.6

東京タワー : オカンとボクと、時々、オトン
リリー・フランキー
著

扶桑社 2005.6 710500500 913.6

容疑者Xの献身 東野圭吾著 文芸春秋 2005.8 710500501 913.6
麦の海に沈む果実 (Mephisto club) 恩田陸著 講談社 2000.7 710500509 913.6
孤宿の人 上 宮部みゆき著 新人物往来社 2005.6 710500511 913.6
天使のナイフ 薬丸岳著 講談社 2005.8 710500552 913.6
蝉しぐれ 藤沢周平著 文芸春秋 1988.5 710501034 913.6

The bamboo sword and other samurai tales
[by] Shuhei
Fujisawa

Kodansha
International

2005.11 710501035 913.6

黒と茶の幻想 (Mephisto club) 恩田陸著 講談社 2001.12 710501240 913.6
三月は深き紅の淵を (Mephisto club) 恩田陸著 講談社 1997.7 710501241 913.6
花まんま 朱川湊人著 文藝春秋 2005.4 710501635 913.6
グランド・フィナーレ 阿部和重著 講談社 2005.2 710501636 913.6
雨の日はソファで散歩 種村季弘著 筑摩書房 2005.8 710500510 914.6
隠居の日向ぼっこ 杉浦日向子著 新潮社 2005.9 710500555 914.6
ガラスの地球を救え : 二十一世紀の君たちへ (知恵の森文庫) 手塚治虫著 光文社 1996.9 710501024 914.6

いつも旅のなか 角田光代著
アクセス・パブリッ
シング

2005.4 710500516 915.6

萬葉集 1 (新日本古典文学大系:1-4)
佐竹昭広 [ほか] 校
注

岩波書店
1999.5-
2003.10

710500631 918

萬葉集 2 (新日本古典文学大系:1-4)
佐竹昭広 [ほか] 校
注

岩波書店
1999.5-
2003.10

710500632 918

萬葉集 3 (新日本古典文学大系:1-4)
佐竹昭広 [ほか] 校
注

岩波書店
1999.5-
2003.10

710500633 918

萬葉集 4 (新日本古典文学大系:1-4)
佐竹昭広 [ほか] 校
注

岩波書店
1999.5-
2003.10

710500634 918

古今和歌集 (新日本古典文学大系:5)
紀友則 [ほか] 撰/小
島憲之, 新井栄蔵校

岩波書店 1989.2 710500635 918

後撰和歌集 (新日本古典文学大系:6) 片桐洋一校注 岩波書店 1990.4 710500636 918
拾遺和歌集 (新日本古典文学大系:7) 小町谷照彦校注 岩波書店 1990.1 710500637 918

後拾遺和歌集 (新日本古典文学大系:8)
[藤原通俊撰]/久保田
淳,平田喜信校注

岩波書店 1994.4 710500638 918

金葉和歌集/詞花和歌集 (新日本古典文学大系:9)

源俊頼 [撰]/川村晃
生, 柏木由夫校注/藤
原顕輔 [撰] ; 工藤重
矩校注

岩波書店 1989.9 710500639 918

千載和歌集 (新日本古典文学大系:10)
[藤原俊成撰]/片野達
郎, 松野陽一校注

岩波書店 1993.4 710500640 918

新古今和歌集 (新日本古典文学大系:11)
[源通具ほか奉勅撰]/
田中裕,赤瀬信吾校

岩波書店 1992.1 710500641 918

続日本紀 1 (新日本古典文学大系:12-16)
[藤原継縄ほか編]/青
木和夫 [ほか] 校注

岩波書店 1989-1998 710500642 918
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続日本紀 2 (新日本古典文学大系:12-16)
[藤原継縄ほか編]/青
木和夫 [ほか] 校注

岩波書店 1989-1998 710500643 918

続日本紀 3 (新日本古典文学大系:12-16)
[藤原継縄ほか編]/青
木和夫 [ほか] 校注

岩波書店 1989-1998 710500644 918

続日本紀 4 (新日本古典文学大系:12-16)
[藤原継縄ほか編]/青
木和夫 [ほか] 校注

岩波書店 1989-1998 710500645 918

続日本紀 4 (新日本古典文学大系:12-16)
[藤原継縄ほか編]/青
木和夫 [ほか] 校注

岩波書店 1989-1998 710500646 918

竹取物語/伊勢物語 (新日本古典文学大系:17) 堀内秀晃, 秋山虔校 岩波書店 1997.1 710500647 918

落窪物語/住吉物語 (新日本古典文学大系:18)
藤井貞和校注/稲賀
敬二校注

岩波書店 1989.5 710500648 918

源氏物語 1 (新日本古典文学大系:19-23)
[紫式部著]/柳井滋
[ほか] 校注

岩波書店
1993.1-
1997.3

710500649 918

源氏物語 2 (新日本古典文学大系:19-23)
[紫式部著]/柳井滋
[ほか] 校注

岩波書店
1993.1-
1997.3

710500650 918

源氏物語 3 (新日本古典文学大系:19-23)
[紫式部著]/柳井滋
[ほか] 校注

岩波書店
1993.1-
1997.3

710500651 918

源氏物語 4 (新日本古典文学大系:19-23)
[紫式部著]/柳井滋
[ほか] 校注

岩波書店
1993.1-
1997.3

710500652 918

源氏物語 5 (新日本古典文学大系:19-23)
[紫式部著]/柳井滋
[ほか] 校注

岩波書店
1993.1-
1997.3

710500653 918

土佐日記/蜻蛉日記/紫式部日記/更級日記 (新日本古典文学大系:24)

紀貫之 [著]/長谷川
政春校注/藤原道綱
母 [著] ; 今西祐一郎
校注/紫式部 [著] ; 伊
藤博校注/菅原孝標
女 [著] ; 吉岡曠校注

岩波書店 1989.11 710500654 918

枕草子 (新日本古典文学大系:25)
清少納言 [著]/渡辺
実校注

岩波書店 1991.1 710500655 918

堤中納言物語/とりかへばや物語 (新日本古典文学大系:26)
[大槻修校注]/[今井
源衛, 森下純昭, 辛
島正雄校注]

岩波書店 1992.3 710500656 918

本朝文粋 (新日本古典文学大系:27)
[藤原明衡編]/大曾根
章介, 金原理, 後藤
昭雄校注

岩波書店 1992.5 710500657 918

平安私家集 (新日本古典文学大系:28)
犬養廉, 後藤祥子,
平野由紀子校注

岩波書店 1994.12 710500658 918

袋草紙 (新日本古典文学大系:29)
藤原清輔 [著]/藤岡
忠美校注

岩波書店 1995.1 710500659 918

日本霊異記 (新日本古典文学大系:30)
[景戒選述]/出雲路修
校注

岩波書店 1996.12 710500660 918

三宝絵/注好選 (新日本古典文学大系:31)
[源為憲著]/馬淵和
夫, 小泉弘校注/今野
達校注

岩波書店 1997.9 710500661 918

江談抄/中外抄/富家語 (新日本古典文学大系:32)

[大江匡房述]/[藤原
実兼記]/山根對助,
後藤昭雄校注/[藤原
忠実述] ; [中原師元
記] ; 山根對助, 池上
洵一校注/[藤原忠実
述] ; [高階仲行記] ;
山根對助, 池上洵一

岩波書店 1997.6 710500662 918

今昔物語集 1 (新日本古典文学大系:33-37) 今野達校注 岩波書店 1993-1999.7 710500663 918
今昔物語集 2 (新日本古典文学大系:33-37) 今野達校注 岩波書店 1993-1999.7 710500664 918
今昔物語集 3 (新日本古典文学大系:33-37) 今野達校注 岩波書店 1993-1999.7 710500665 918
今昔物語集 4 (新日本古典文学大系:33-37) 今野達校注 岩波書店 1993-1999.7 710500666 918
今昔物語集 5 (新日本古典文学大系:33-37) 今野達校注 岩波書店 1993-1999.7 710500667 918

六百番歌合 (新日本古典文学大系:38)
久保田淳, 山口明穂
校注

岩波書店 1998.12 710500668 918

方丈記/徒然草 (新日本古典文学大系:39)
[鴨長明著]/佐竹昭広
校注/[吉田兼好著] ;
久保田淳校注

岩波書店 1989.1 710500669 918

宝物集/閑居友/比良山古人霊託 (新日本古典文学大系:40)

[平康頼著]/小泉弘,
山田昭全校注/[慶政
著] ; 小島孝之校注
/[慶政著] ; 木下資一

岩波書店 1993.11 710500670 918

古事談/続古事談 (新日本古典文学大系:41) 川端善明, 荒木浩校 岩波書店 2005.11 710500671 918
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宇治拾遺物語/古本説話集 (新日本古典文学大系:42)
三木紀人, 浅見和彦
校注/中村義雄, 小内
一明校注

岩波書店 1990.11 710500672 918

保元物語/平治物語/承久記 (新日本古典文学大系:43)
栃木孝惟校注/日下
力校注/益田宗, 久保
田淳校注

岩波書店 1992.7 710500673 918

平家物語 上 (新日本古典文学大系:44-45)
梶原正昭, 山下宏明
校注

岩波書店
1991.6-
1993.10

710500674 918

平家物語 下 (新日本古典文学大系:44-45)
梶原正昭, 山下宏明
校注

岩波書店
1991.6-
1993.10

710500675 918

中世和歌集 鎌倉篇 (新日本古典文学大系:46,47) 岩波書店
1990.6-
1991.9

710500676 918

中世和歌集 室町篇 (新日本古典文学大系:46,47) 岩波書店
1990.6-
1991.9

710500677 918

五山文学集 (新日本古典文学大系:48) 入矢義高校注 岩波書店 1990.7 710500678 918

竹林抄 (新日本古典文学大系:49)
[宗祇編]/島津忠夫
[ほか] 校注

岩波書店 1991.11 710500679 918

とはずがたり/たまきはる (新日本古典文学大系:50)

[後深草院二条著]/三
角洋一校注/[建春門
院中納言著] ; 三角
洋一校注

岩波書店 1994.3 710500680 918

中世日記紀行集 (新日本古典文学大系:51) 福田秀一 [ほか] 校 岩波書店 1990.1 710500681 918

庭訓往来/句双紙 (新日本古典文学大系:52)
山田俊雄, 入矢義高,
早苗憲生校注

岩波書店 1996.5 710500682 918

中華若木詩抄/湯山聯句鈔 (新日本古典文学大系:53)

[如月寿印抄]/大塚光
信, 尾崎雄二郎, 朝
倉尚校注/[一韓智?
抄] ; 大塚光信, 尾崎
雄二郎, 朝倉尚校注

岩波書店 1995.7 710500683 918

室町物語集 上 (新日本古典文学大系:54,55)
市古貞次 [ほか] 校
注

岩波書店
1989.7-
1992.4

710500684 918

室町物語集 下 (新日本古典文学大系:54,55)
市古貞次 [ほか] 校
注

岩波書店
1989.7-
1992.4

710500685 918

梁塵秘抄/閑吟集/狂言歌謡 (新日本古典文学大系:56) 小林芳規 [ほか] 校 岩波書店 1993.6 710500686 918
謡曲百番 (新日本古典文学大系:57) 西野春雄校注 岩波書店 1998.3 710500687 918

狂言記 (新日本古典文学大系:58)
橋本朝生, 土井洋一
校注

岩波書店 1996.11 710500688 918

舞の本 (新日本古典文学大系:59)
麻原美子, 北原保雄
校注

岩波書店 1994.7 710500689 918

太閤記 (新日本古典文学大系:60)
[小瀬甫庵著]/檜谷昭
彦, 江本裕校注

岩波書店 1996.3 710500690 918

七十一番職人歌合/新撰狂歌集/古今夷曲集 (新日本古典文学大系:61)

岩崎佳枝校注/高橋
喜一校注/[生白堂行
風編] ; 塩村耕, 高橋
喜一校注

岩波書店 1993.3 710500691 918

田植草紙/山家鳥虫歌/鄙廼一曲/琉歌百控 (新日本古典文学大系:62)

友久武文, 山内洋一
郎校注/真鍋昌弘校
注/[菅江真澄編] ; 森
山弘毅校注/外間守
善校注

岩波書店 1997.12 710500692 918

本朝一人一首 (新日本古典文学大系:63)
[林鷲峰編]/小島憲之
校注

岩波書店 1994.2 710500693 918

?園録稿/梅?詩鈔/如亭山人遺藁 (新日本古典文学大系:64)
日野龍夫, 揖斐高,
水田紀久校注

岩波書店 1997.2 710500694 918

日本詩史/五山堂詩話 (新日本古典文学大系:65)
[江村北海ほか著]/清
水茂, 揖斐高, 大谷
雅夫校注

岩波書店 1991.8 710500695 918

菅茶山頼山陽詩集 (新日本古典文学大系:66)
水田紀久, 頼惟勤,
直井文子校注

岩波書店 1996.7 710500696 918

近世歌文集 上 (新日本古典文学大系:67-68)
松野陽一, 上野洋三
校注

岩波書店
1996.4-
1997.8

710500697 918

近世歌文集 下 (新日本古典文学大系:67-68)
松野陽一, 上野洋三
校注

岩波書店
1996.4-
1997.8

710500698 918

初期俳諧集 (新日本古典文学大系:69)
森川昭, 加藤定彦,
乾裕幸校注

岩波書店 1991.5 710500699 918

芭蕉七部集 (新日本古典文学大系:70)
松尾芭蕉 [ほか] 著/
白石悌三, 上野洋三

岩波書店 1990.3 710500700 918
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元禄俳諧集 (新日本古典文学大系:71)
大内初夫, 桜井武次
郎, 雲英末雄校注

岩波書店 1994.1 710500701 918

江戸座点取俳諧集 (新日本古典文学大系:72)
鈴木勝忠, 石川八朗,
岩田秀行校注

岩波書店 1993.2 710500702 918

天明俳諧集 (新日本古典文学大系:73) 山下一海 [ほか] 校 岩波書店 1998.4 710500703 918

仮名草子集 (新日本古典文学大系:74)
渡辺守邦, 渡辺憲司
校注

岩波書店 1991.2 710500704 918

伽婢子 (新日本古典文学大系:75)
浅井了意 [著]/松田
修, 渡辺守邦, 花田
富二夫校注

岩波書店 2001.9 710500705 918

好色二代男/西鶴諸国ばなし/本朝二十不孝 (新日本古典文学大系:76)
井原西鶴 [著]/冨士
昭雄, 井上敏幸, 佐
竹昭広校注

岩波書店 1991.1 710500706 918

武道伝来記/西鶴置土産/万の文反古/西鶴名残の友 (新日本古典文学大
系:77)

井原西鶴 [著]/谷脇
理史, 富士昭雄, 井
上敏幸校注

岩波書店 1989.4 710500707 918

けいせい色三味線/けいせい伝受紙子/世間娘気質 (新日本古典文学大
系:78)

[江島其磧著]/長谷川
強校注

岩波書店 1989.8 710500708 918

本朝水滸伝/紀行/三野日記/折々草 (新日本古典文学大系:79)
[建部綾足著]/高田
衛, 田中善信, 木越

岩波書店 1992.1 710500709 918

繁野話/曲亭伝竒花釵児/催馬楽竒談/鳥辺山調綫 (新日本古典文学大
系:80)

[都賀庭鐘著]/徳田武
校注/曲亭馬琴 [編] ;
徳田武校注/[小枝繁
作] ; 横山邦治校注
/[鶴鳴堂主人編] ; 横
山邦治校注

岩波書店 1992.2 710500710 918

田舎荘子/当世下手談義/当世穴さがし (新日本古典文学大系:81)

[佚斎樗山選]/中野三
敏校注/[静観房好阿
述] ; 中野三敏校注
/[頴斎主人撰書] ; 中
野三敏校注

岩波書店 1990.5 710500711 918

異素六帖/古今俄選/粋宇瑠璃/田舎芝居 (新日本古典文学大系:82)
浜田啓介, 中野三敏
校注

岩波書店 1998.2 710500712 918

草双紙集 (新日本古典文学大系:83)
木村八重子, 宇田敏
彦, 小池正胤校注

岩波書店 1997.6 710500713 918

寝惚先生文集/狂歌才蔵集/四方のあか (新日本古典文学大系:84)
[大田南畝著]/中野三
敏, 日野龍夫, 揖斐
高校注

岩波書店 1993.7 710500714 918

米饅頭始/仕懸文庫/昔話稲妻表紙 (新日本古典文学大系:85)
山東京伝 [著]/水野
稔校注

岩波書店 1990.2 710500715 918

浮世風呂/戯場粋言幕の外/大千世界楽屋探 (新日本古典文学大系:86)
[式亭三馬著]/神保五
弥校注

岩波書店 1989.6 710500716 918

開巻驚奇侠客伝 (新日本古典文学大系:87)
[曲亭馬琴, 蒜薗主人
著]/横山邦治, 大高
洋司校注

岩波書店 1998.1 710500717 918

偐紫田舎源氏 上 (新日本古典文学大系:88-89)
[柳亭種彦著]/鈴木重
三校注

岩波書店 1995 710500718 918

偐紫田舎源氏 下 (新日本古典文学大系:88-89)
[柳亭種彦著]/鈴木重
三校注

岩波書店 1995 710500719 918

古浄瑠璃/説経集 (新日本古典文学大系:90)
信多純一, 阪口弘之
校注

岩波書店 1999.12 710500720 918

近松浄瑠璃集 上 (新日本古典文学大系:91,92)
[近松門左衛門著]/松
崎仁 [ほか] 校注

岩波書店
1993.9-
1995.12

710500721 918

近松浄瑠璃集 下 (新日本古典文学大系:91,92)
[近松門左衛門著]/松
崎仁 [ほか] 校注

岩波書店
1993.9-
1995.12

710500722 918

竹田出雲並木宗輔浄瑠璃集 (新日本古典文学大系:93)
竹田出雲, 並木宗輔
[著]/角田一郎, 内山
美樹子校注

岩波書店 1991.3 710500723 918

近松半二江戸作者浄瑠璃集 (新日本古典文学大系:94)
[近松半二ほか著]/内
山美樹子, 延広真治
校注

岩波書店 1996.9 710500724 918

上方歌舞伎集 (新日本古典文学大系:95) 土田衞, 河合眞澄校 岩波書店 1998.7 710500725 918

江戸歌舞伎集 (新日本古典文学大系:96)
古井戸秀夫, 鳥越文
蔵, 和田修校注

岩波書店 1997.11 710500726 918

当代江戸百化物/在津紀事/仮名世説 (新日本古典文学大系:97)
多治比郁夫, 中野三
敏校注

岩波書店 2000.5 710500727 918
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東路記/己巳紀行/西遊記 (新日本古典文学大系:98)

貝原益軒 [著]/板坂
耀子校注/貝原益軒
[著] ; 板坂耀子校注/
橘南谿 [著] ; 宗政五
十緒校注

岩波書店 1991.4 710500728 918

仁齋日札/たはれ草/不盡言/無可有郷 (新日本古典文学大系:99)

[伊藤仁斎著/植谷元
校注]/[雨森芳洲著 ;
水田紀久校注]/[堀景
山著 ; 日野龍夫校
注]/[鈴木桃野著 ; 日
野龍夫, 小林勇校注]

岩波書店 2000.3 710500729 918

江戸繁昌記/柳橋新誌 (新日本古典文学大系:100)
寺門静軒 [著]/日野
龍夫校注/成島柳北
[著] ; 日野龍夫校注

岩波書店 1989.1 710500730 918

八代集総索引 (新日本古典文学大系:別巻) 久保田淳監修 岩波書店 1995.1 710500731 918
源氏物語索引 (新日本古典文学大系:別巻2) 柳井滋 [ほか] 編 岩波書店 1999.2 710500732 918
今昔物語集索引 (新日本古典文学大系:別巻4) 小峯和明編 岩波書店 2001.4 710500733 918
萬葉集索引 (新日本古典文学大系:別巻) 佐竹昭広 [ほか] 編 岩波書店 2004.3 710500734 918
続日本紀索引年表 (新日本古典文学大系:別巻3) 笹山晴生, 吉村武彦 岩波書店 2000.2 710500735 918

新日本古典文学大系 総目録 佐竹昭広 [ほか] 編 岩波書店
1989-
2005.11

710500736 918

仕事は楽しいかね? 2
デイル・ドーテン著
/野津智子訳

きこ書房
2001.12-
2002.7

710500982 933

創り出された医師ケーキの話
アンドルー・モー
ション [著]/伊木和
子訳

南雲堂 2004.11 710501210 933

故郷の岩屋 上 (エイラ : 地上の旅人:11,12,13)
ジーン・アウル作/
白石朗訳

ホーム社/集英社 (発
売)

, 2005.12-
2006.2

710500871 933.7

故郷の岩屋 中 (エイラ : 地上の旅人:11,12,13)
ジーン・アウル作/
白石朗訳

ホーム社/集英社 (発
売)

, 2005.12-
2006.2

710501088 933.7

故郷の岩屋 下 (エイラ : 地上の旅人:11,12,13)
ジーン・アウル作/
白石朗訳

ホーム社/集英社 (発
売)

, 2005.12-
2006.2

710501236 933.7

コーヒーの水
ラファエル・コン
フィアン著/塚本昌
則訳

紀伊国屋書店 1999.1 710500507 953
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