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1 007.1||KO96 00001574307 情報数学の基礎 : 例からはじめてよくわかる / 幸谷智紀, 國持良行共著. -- 森北出版, 2011 9784627052710 情報システム

2 007.1||O98 00001574410 メディア情報処理の基礎数理 / 尾関和彦著. -- 共立出版, 2011 9784320122871 情報システム

3 007.1||SH81 00001574408 音声言語処理の潮流 / 白井克彦編著. -- コロナ社, 2010 9784339008104 情報システム

4 007.13||I11 00001606950 人工知能と人工生命の基礎 / 伊庭斉志著. -- オーム社, 2013 9784274069178 情報システム

5 007.3||A24 00001589065 情報セキュリティ入門 : 情報倫理を学ぶ人のために / 会田和弘著. -- 共立出版, 2009 9784320122420  情報処理センター

6 007.3||To61 00001602989
学生時代に学びたい情報倫理 = The information ethics for student / 鞆大輔著. -- 共立出版,
2011

9784320122901  情報処理センター

7 007.6||KU46 00001574344 ITの基礎 / 國友義久著. -- 近代科学社, 2011. -- (ファーストステップ) 9784764903678 情報システム

8 007.6||MA27 00008859850 データベースおもしろ講座 / 飯沢篤志, 白田由香利著. -- 共立出版, 1993 9784320026407 情報システム

9 007.6||Ma72 00001602107
インタフェースデザインの実践教室 : 優れたユーザビリティを実現するアイデアとテクニック /
Lukas Mathis著 ; 武舎広幸, 武舎る み訳. -- オライリー・ジャパン, 2013

9784873116082 情報システム

10 007.64||MA27 00008859848
プログラミング言語を作る : プログラミング言語を作るなんて究極の楽しみだ! / 前橋和弥著. --
技術評論社, 2009

9784774138954 情報システム

11 141.5||O79 00001574332 思考を科学する : 「考える」とはどういうことか? / 大須賀節雄著. -- オーム社, 2011 9784274210907 情報システム

12 210.17||N34 00001572971 歴史災害のはなし / 中島暢太郎, 三木晴男, 奥田節夫著. -- 思文閣出版, 1992 9784784207312 社会環境

13 297||I28 00001573014
なぞの宝庫・南極大陸 : 100万年前の地球を読む / 飯塚芳徳[ほか]著. -- 技術評論社, 2008. -
- (知りたいサイエンス ; 044)

9784774136615 社会環境

14 369||Ts43 00008129979
火災の科学 : 火事のしくみと防ぎ方 / 辻本誠著. -- 中央公論新社, 2011. -- (中公新書ラクレ ;
383)

9784121503831 機械

15 375.11||O42 00001574218
人工知能と教育工学 : 知識創産指向の新しい教育システム / 岡本敏雄, 香山瑞恵共編. --
オーム社, 2008

9784274205071 情報システム

16 375.31||KA62 00001589595 モビリティ・マネジメント教育 / 唐木清志, 藤井聡編著. -- 東洋館出版社, 2011 9784491026787 社会環境

17 402.9||TA59 00001575294 世界一空が美しい大陸南極の図鑑 / 武田康男文・写真. -- 草思社, 2010 9784794217707 社会環境

18 407||C83 00001531500
ラボ・ダイナミクス : 理系人間のためのコミュニケーションスキル / カール M. コーエン, スザンヌ
L. コーエン著 ; 浜口道成監訳 ; 三枝小夜子訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル,
2007

9784895924740  環境・エネルギー
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19 407||N34 00001532068
知的な科学・技術文章の書き方 : 実験リポート作成から学術論文構築まで / 中島利勝, 塚本真
也共著. -- コロナ社, 1996

9784339076400 情報システム

20 407||O73 00008126190
ビックリするほど役立つ!!理工系のフリーソフト50 : 数学、物理、化学、生物、地学、宇宙、工学の
使えるソフトをまとめて紹介 / 大崎誠 [ほか] 著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010. -- (サイエ
ンス・アイ新書 ; SIS-160)

9784797351200 情報システム

21 410.9||D56 00001574356
ゲームとパズルの計算量 / ロバート・A.ハーン, エリック・D.ドメイン著 ; 上原隆平訳. -- 近代科
学社, 2011

9784764903920 情報システム

22 417||A97 00001572934
データ同化 : 観測・実験とモデルを融合するイノベーション / 淡路敏之 [ほか] 編著. -- 京都大
学学術出版会, 2009

9784876987979 社会環境

23 417||F94 00008859444
Rによる空間データの統計分析 / 古谷知之著. -- 朝倉書店, 2011. -- (シリーズ統計科学のプラ
クティス / 小暮厚之, 照井 伸彦編 ; 5)

9784254128154 社会環境

24 417||MA66 00001590060 複雑ネットワーク : 基礎から応用まで / 増田直紀, 今野紀雄著. -- 近代科学社, 2010 9784764903630 情報システム

25 421.4||F89 00001624126
界面モデルの数理 / 舟木直久, 内山耕平著 ; シュプリンガー・ジャパン編. -- 丸善出版, 2012. -
- (シュプリンガー現代数学シ リーズ / 伊藤雄二編 . ミクロからマクロへ ; 1)

9784621064733 情報システム

26 421.4||F89 00001624138
格子気体の流体力学極限 / 内山耕平, 舟木直久著 ; シュプリンガー・ジャパン編. -- 丸善出版,
2012. -- (シュプリンガー現 代数学シリーズ / 伊藤雄二編 . ミクロからマクロへ ; 2)

9784621064771 情報システム

27 424||I97 00001574421
よくわかる最新音響の基本と応用 : 音の科学、技術、芸術を基礎から学ぶ : 「音」の世界を包括
的に解説 / 岩宮眞一郎著. -- 秀和システム, 2011. -- (How-nual図解入門)

9784798029214 情報システム

28 429.4||TA16 00001574280 放射線・放射能がよくわかる本 / 多田順一郎著. -- オーム社, 2011 9784274210624 情報システム

29 429||W55 00008122774
電子と原子核の発見 : 20世紀物理学を築いた人々 / S.ワインバーグ著 ; 本間三郎訳. -- 新版.
-- 筑摩書房, 2006. -- (ち くま学芸文庫 ; [ワ-10-1])

4480089675 機械

30 431||Sa25 00001602358 化学の基本概念 : 理系基礎化学 / 齋藤太郎著. -- 裳華房, 2013 9784785330927 バイオ環境

31 431||Sc1 00008129704
周期表 : いまも進化中 / Eric R.Scerri著 ; 渡辺正訳. -- 丸善出版, 2013. -- (サイエンス・パレッ
ト ; 002)

9784621086698 バイオ環境

32 431.1||N77 00001591137
巨大分子系の計算化学 : 超大型計算機時代の理論化学の新展開 / 日本化学会編. -- 化学同
人, 2012. -- (CSJ Current Review ; 08)

9784759813685 マテリアル

33 431.11||Ta78 00001602208
完全図解周期表 : ありとあらゆる「物質」の基礎がわかる /  玉尾皓平, 桜井弘, 福山秀敏監修.
-- 第2版. -- ニュートンプレス, 2010. -- (ニュートン別冊 . サイエンステキストシリー
ズ)(NEWTONムック)

431551876X バイオ環境

34 431.36||I96 00001602210
イオンと元素 : 化学の「カラクリ」がよくわかる / 岩澤康浩, 桜井弘監修. -- 増補改訂版. --
ニュートンプレス, 2011. -- (ニュートン別冊 . サイエンステキストシリーズ)(NEWTONムック)

4315519030 バイオ環境

35 433||U41 00001574090
分析化学における測定値の正しい取り扱い方 : “測定値"を“分析値"にするために / 上本道久
著. -- 日刊工業新聞社, 2011

9784526066665 マテリアル

36 437||Y97 00001591036
化学者たちの感動の瞬間 : 興奮に満ちた51の発見物語 / 有機合成化学協会編. -- 化学同人,
2006

4759810803 バイオ環境
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37 450||N84 00001589470 基礎地球科学 / 西村祐二郎編著 ; 西村祐二郎 [ほか] 著. -- 第2版. -- 朝倉書店, 2010 9784254160567 社会環境

38 450||Ta84 00001610088
フリーソフトを用いた衛星画像解析入門 : 世界の自然と災害事例で学ぶ / 田中邦一, 山本哲司,
磯部邦昭著. -- 古今書院, 2012

9784772220163 社会環境

39 450||W46 00001590867 
新しい地球学 : 太陽--地球--生命圏相互作用系の変動学 / 渡邊誠一郎, 檜山哲哉, 安成哲三
編. -- 名古屋大学出版会, 2008

9784815805906 社会環境

40 450.13||Sa66 00001602953 
地球化学 / 佐野有司, 高橋嘉夫著. -- 共立出版, 2013. -- (現代地球科学入門シリーズ / 大谷
栄治, 長谷川昭, 花輪公雄編 ; 12)

9784320047204  環境・エネルギー

41 450.13||SH33 00001574129 地球システム環境化学 / 鹿園直建著. -- 東京大学出版会, 2010 9784130607551 マテリアル

42 451.64||N76 00001575233 豪雨と降水システム / 二宮洸三著. -- 東京堂出版, 2001 9784490204353 社会環境

43 451.66||N77 00001572340 積雪観測ガイドブック / 日本雪氷学会編集. -- 朝倉書店, 2010 9784254161236 社会環境

44 451.85||MA59 00001556067 今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機 / 丸山茂徳著. -- KKベストセラーズ, 2009 9784584131701 機械

45 451.85||MO81 00001573329
地球温暖化スキャンダル : 2009年秋クライメートゲート事件の激震 / スティーブン・モシャー, トマ
ス・フラー著 ; 渡辺正訳. -- 日本評論社, 2010

9784535786523 機械

46 452.12||A53 00001573026
南極海ダイナミクスをめぐる地球の不思議 / 青木茂著. -- シーアンドアール研究所, 2011. --
(Superサイエンス)

9784863540880 社会環境

47 452.96||A56 00001622449 流氷の世界 / 青田昌秋著. -- 成山堂書店, 2013. -- (気象ブックス ; 038) 9784425553716 社会環境

48 452.96||H26 00001588924
氷河 : ビジュアル大百科 / マイクル・ハンブリー, ユルク・アレアン著 ; 安仁屋政武訳. -- 原書
房, 2010

9784562045686 社会環境

49 453||U96 00001572960 地震学 / 宇津徳治著. -- 第3版. -- 共立出版, 2001 9784320046375 社会環境

50 456.89||F57 00001572995 
アイスコア : 地球環境のタイムカプセル / 藤井理行, 本山秀明編著. -- 成山堂書店, 2011. --
(極地研ライブラリー)

9784425570119 社会環境

51 456||KO38 00001572910 図説地球の歴史 / 小泉格著. -- 朝倉書店, 2008 9784254160512 社会環境

52 460||N55 00008869773
バイオリソース&データベース活用術 : Webでキャッチ!!実験材料・インフォマティクス / ナショナ
ルバイオリソースプロジェクト情報運営委員会監修. -- 秀潤社, 2009. -- (細胞工学 ; 別冊)

9784879623850 バイオ環境

53 464.036||SA47 00001575181 生命元素事典 / 桜井弘編. -- オーム社, 2006. -- (Ohm bio science books) 9784274201974 バイオ環境

54 464.27||KO65 00001574368
DNAナノエンジニアリング / 小宮健 [ほか] 共著. -- 近代科学社, 2011. -- (ナチュラルコン
ピューティング・シリーズ / 萩谷昌己, 横森貴編 ; 第2巻)

9784764904026 情報システム

55 465||H24 00001516289 Q&Aで学ぶやさしい微生物学 / 浜本哲郎, 浜本牧子著. -- 講談社, 2007 9784061534445  機器分析センター
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56 492.89||I74 00001575170 バイオマテリアルの基礎 / 石原一彦, 塙隆夫, 前田瑞夫編集. -- 日本医学館, 2010 9784890447176 バイオ環境

57 498||TE11 00008126277
新IT医療革命 : スマホ、タブレットが変える / Team医療3.0著. -- アスキー・メディアワークス,
2011. -- (アスキー新書 ; 207)

9784048706759 情報システム

58 498.51||SA58 00001538830 ニューフードサイエンス / 鮫島邦彦, 高橋史生編著. -- 三共出版, 2005 4782705123 バイオ環境

59 501||H94 00008126204
知っておきたい自然エネルギーの基礎知識 : 太陽光・風力・水力・地熱からバイオマスまで地球
にやさしいエネルギーを徹底解説! / 細川博昭著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012. -- (サイ
エンス・アイ新書 ; SIS-243)

9784797367225 電気電子

60 501||I75 00008126230
エネルギー論争の盲点 : 天然ガスと分散化が日本を救う / 石井彰著. -- NHK出版, 2011. --
(NHK出版新書 ; 356)

9784140883563  環境・エネルギー

61 501.48||I52 00001574016 カーボン : 古くて新しい材料 / 稲垣道夫著. -- 森北出版, 2011 9784627668010 マテリアル

62 501.6||H68 00001603599 図解エネルギー工学 / 平田哲夫 [ほか] 著. -- 森北出版, 2011 9784627670617 機械

63 501.6||I71 00001590297
自然エネルギーが日本経済復活の起爆剤になる / 自然エネルギー革命研究会編. -- 洋泉社,
2011

9784862487902 機械

64 501.6||I76 00001557920
自然エネルギーの可能性と限界 : 風力・太陽光発電の実力と現実解 / 石川憲二著. -- オーム
社, 2010

9784274068089 機械

65 501.6||O32 00001574117 低炭素社会と資源・エネルギー / 及川紀久雄編著 ; 北野大, 篠原亮太共著. -- 三共出版, 2011 9784782706510 マテリアル

66 501.6||O77 00001589801
再生可能エネルギーの政治経済学 : エネルギー政策のグリーン改革に向けて / 大島堅一著. -
- 東洋経済新報社, 2010

9784492800836 共通講座

67 501.6||SM4 00001590944 エネルギーの不都合な真実 / バーツラフ・シュミル著 ; 立木勝訳. -- エクスナレッジ, 2012 9784767812984  環境・エネルギー

68 501.84||SA25 00001574672 ハイテク・ITで変わる人間社会 : 人間と機械の異文化交流 / 斎藤正男著. -- コロナ社, 2006 9784339077827 電気電子

69 501.84||SA25 00001574785 制御と学習の人間科学 / 斎藤正男著. -- コロナ社, 2005 9784339077773 電気電子

70 504||I72 00001588556
自然にまなぶ!ネイチャー・テクノロジー : 暮らしをかえる新素材・新技術 : 115 Nature Tech / 石
田秀輝, 下村政嗣監修. -- 学研パブリッシング, 2011. -- (Gakken mook)

9784056064520 機械

71 504||O77 00001555332
ナノテクノロジー / 大嶌幸一郎 [ほか] 編 ; 今堀博, 金光義彦, 有賀克彦著. -- 丸善, 2010. --
(化学マスター講座)

9784621082607 マテリアル

72 507||G94 00001573391
そのとき、エンジニアは何をするべきなのか : 物語で読む技術者の倫理と社会的責任 / Alastair
S.Gunn, P.Aarne Vesilind著 ; 藤本温, 松尾秀樹訳. -- 森北出版, 2007

9784627847019 機械

73 507||O48 00001602309
福井謙一教授の常識を覆す思考法 : 紙と鉛筆と計算機でノーベル賞 / 岡崎稔編著. -- 日刊工
業新聞社, 2013

9784526070952 バイオ環境
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74 511.2||J46 00001603866
役立つ!!地盤リスクの知識 / 地盤工学会役立つ!!地盤リスクの知識編集委員会編集. -- 地盤工
学会, 2013

9784886440921 社会環境

75 519||KI46 00001588722 地球と環境の科学 / 木下紀正, 八田明夫著. -- 東京教学社, 2002 9784808250140 社会環境

76 519||MI91 00001588734 環境科学の基礎 / 御代川貴久夫著. -- 改訂版. -- 培風館, 2003 9784563045975 社会環境

77 519.4||TA87 00001572869 河川環境の指標生物学 / 谷田一三編集. -- 北隆館, 2010. -- (環境Eco選書 ; 2) 9784832607224 社会環境

78 519.7||F77 00001603587 廃棄物処理技術 : 産業・都市・放射性 / 福本勤著. -- 増訂2版. -- 共立出版, 1998 4320071417 機械

79 539||SA25 00008126188
知っておきたい放射能の基礎知識 : 原子炉の種類や構造、α・β・γ線の違い、ヨウ素・セシウ
ム・ストロンチウムまで / 齋藤勝裕著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2011. -- (サイエンス・アイ
新書 ; SIS-206)

9784797365689
情報処理
センター

80 543.3||Z3 00001603664
小水力発電がわかる本 : しくみから導入まで / 全国小水力利用推進協議会編. -- オーム社,
2012

9784274212130 機械

81 543.5||TA28 00001574292
福島 嘘と真実 : 東日本放射線衛生調査からの報告 / 高田純著. -- 医療科学社, 2011. -- (高
田純の放射線防護学入門シリーズ)

9784860034177 情報システム

82 543.6||SE16 00001575067 躍進する風力発電 : その現状と課題 / 瀬川久志著. -- 大学教育出版, 2011 9784864290722 電気電子

83 543.6||TA59 00001575079
風力発電の不都合な真実 : 風力発電は本当に環境に優しいのか? / 武田恵世著. -- アットワー
クス, 2011

9784939042713 電気電子

84 543.6||U94 00001607321 風力発電の歴史 / 牛山泉著. -- オーム社, 2013 9784274213250 電気電子

85 543.8||KO75 00001589433 太陽光発電システムがわかる本 / 小西正暉, 鈴木竜宏, 蒲谷昌生共著. -- オーム社, 2011 4274210235 電気電子

86 543.8||KU97 00001574898 図解最新太陽光発電のすべて / 桑野幸徳, 近藤道雄監修. -- オーム社, 2011 9784274503399 電気電子

87 548.291||H59 00001602990 絵でわかるスーパーコンピュータ / 姫野龍太郎著. -- 講談社, 2012. -- (絵でわかるシリーズ) 9784061547643  情報処理センター

88 548.3||A81 00001589963
ロボットイノベーション : 「動き・かたち」と「思考」のサイエンス / 浅田稔編. -- 日経サイエンス,
2011. -- (別冊日経サイエンス ; 179)

9784532511791 情報システム

89 548.3||Y82 00001609880 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. -- 改訂第2版. -- 講談社, 2013 9784061565234 電気電子

90 548.58||Y44 00001421519
イラスト・図解光ファイバ通信のしくみがわかる本 : 原理から最新技術まで、よくわかる光ファイ
バ入門 / 山下真司著. -- 技術評論社, 2002.4

4774114367 情報システム

91 549.51||SE16 00001555433
太陽電池のしくみ / 瀬川浩司, 小関珠音, 加藤謙介編著. -- 新星出版社, 2010. -- (サイエンス
徹底図解 : Close‐up science)

9784405108004 マテリアル
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92 549.8||KO18 00001589370
世界を動かすパワー半導体 : IGBTがなければ電車も自動車も動かない / IGBT図書企画編集
委員会編著 ; 児玉浩憲本文著. -- 電気学会, 2008

9784886862716 電気電子

93 549.81||L49 00001574660 LED照明ハンドブック / LED照明推進協議会編. -- 改訂版. -- オーム社, 2011 4274503224 電気電子

94 568.8||F56 00001606229 シェール革命の正体 : ロシアの天然ガスが日本を救う / 藤和彦著. -- PHP研究所, 2013 9784569816067  環境・エネルギー

95 568.8||I25 00001590200
シェールガス争奪戦 : 非在来型天然ガスがエネルギー市場を変える / 伊原賢著. -- 日刊工業
新聞社, 2011. -- (B&Tブックス)

9784526067570  環境・エネルギー

96 568.8||I25 00001602928
トコトンやさしい天然ガスの本 / 島村常男 [ほか] 編著. -- 第2版. -- 日刊工業新聞社, 2013. --
(B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ)

9784526071331  環境・エネルギー

97 568.8||I75 00001602916 天然ガスが日本を救う : 知られざる資源の政治経済学 / 石井彰著. -- 日経BP社, 2008 9784822247027  環境・エネルギー

98 575.15||So59 00001609907
藻類オイル開発研究の最前線 : 微細藻類由来バイオ燃料の生産技術研究. -- エヌ・ティー・エ
ス, 2013

9784864690850 機械

99 576||SA85 00001572327
脂質の機能性と構造・物性 : 分子からマスカラ・チョコレートまで / 佐藤清隆, 上野聡著. -- 丸善
出版, 2011

9784621083963 バイオ環境

100 663.6||SH82 00001575269
魚附林の地球環境学 : 親潮・オホーツク海を育むアムール川 / 白岩孝行著. -- 昭和堂, 2011. -
- (地球研叢書)

9784812211182 社会環境


