2017年
資料番号

請求記号

学科指定図書

学科

書名
火災 = Fire damage and civil activities ; 情報システム

著者名

出版社

日本建築学会

日本建築学会

日本建築学会

日本建築学会

日本建築学会

日本建築学会

75677 453.212||N

配架場所：学科指定図書（A科）

75678 453.212||N

配架場所：学科指定図書（A科）

75679 453.212||N

配架場所：学科指定図書（A科）

75680 453.21||N

配架場所：学科指定図書（A科）

建築計画 = Architectural planning and design

日本建築学会

日本建築学会

75681 453.212||D

配架場所：学科指定図書（A科）

津波の特性と被害

土木学会

土木学会

75682 453.212||Z

配架場所：学科指定図書（A科）

地盤災害 = Geohazards

地盤工学会

地盤工学会

75683 453.21||H

配架場所：学科指定図書（A科）

都市計画編 = City planning volume

75684 453.21||N

配架場所：学科指定図書（A科）

原子力編 = Nuclear engineering volume

75685 523.1||Ky

配架場所：学科指定図書（A科）

村野藤吾とクライアント : 「近鉄」の建築と図面資料

75686 520.87||Ky

配架場所：学科指定図書（A科）

75687 527||Ky

配架場所：学科指定図書（A科）

75688 520.8||C

配架場所：学科指定図書（A科）

75689 520.8||Ma

配架場所：学科指定図書（A科）

75690 520.8||Se

配架場所：学科指定図書（A科）

75691 523.1||N

配架場所：学科指定図書（A科）

技術 = Damage to information systems technology
建築設備・建築環境 = Building equipments and
environment
社会システム = Architecture system and
management ; 集落計画 = Village planning

村野藤吾のファサードデザイン : 図面資料に見るその

東日本大震災合同調
査報告書編集委員会
日本地震工学会
京都工芸繊維大学美
術工芸資料館

日本都市計画学会
日本地震工学会
国書刊行会

村野 藤吾

国書刊行会

村野藤吾の住宅デザイン : 図面資料に見るその世界

村野 藤吾

国書刊行会

RCR arquitectes 2007 2012 : abstracci?n po?tica =

Cecilia Fernando

poetic abstraction

M?rquez

RCR Arquitectes : 2012 2017 : significado en la

M?rquez Cecilia

abstracci?n : meaning in abstraction

Fernando

世界

SANAA 2011 2015 : Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa
: sistemas de continuidad = continuity systems
平田晃久吉村靖孝

妹島 和世
日経アーキテクチュ
ア編集部

El Croquis
El Croquis Editorial

El Croquis Editorial

日経BP社

日経アーキテクチュ

75692 523.1||N

配架場所：学科指定図書（A科）

伊東豊雄

75693 520.67||N

配架場所：学科指定図書（A科）

プランテック

75694 523.1||N

配架場所：学科指定図書（A科）

坂茂

5082684 501.83||Ta

配架場所：学科指定図書（A科）

5082686 525.1||A

配架場所：学科指定図書（A科）

5084142 527.021||N

配架場所：学科指定図書（A科）

5084143 518.8||Ki

配架場所：学科指定図書（A科）

5084144 528.43||Me

配架場所：学科指定図書（A科）

5084145 520.4||Ko

配架場所：学科指定図書（A科）

小さな矢印の群れ : 「ミース・モデル」を超えて

5084147 520.4||Ki

配架場所：学科指定図書（A科）

重奏する建築 : 文化/歴史/自然のかなたに建築を想う 岸 和郎

5084148 527.04||Mi

配架場所：学科指定図書（A科）

5084149 525.1||Z

配架場所：学科指定図書（A科）

5084150 525.1||Se

配架場所：学科指定図書（A科）

5084151 525.1||Se

配架場所：学科指定図書（A科）

5084152 525.1||Se

配架場所：学科指定図書（A科）

5084153 525.1||To

配架場所：学科指定図書（A科）

takram design engineering : デザイン・イノベーショ

ア編集部
日経アーキテクチュ
ア編集部
日経アーキテクチュ
ア編集部

日経BP社
日経BP社
日経BP社

田川 欣哉

LIXIL出版

安東陽子 : テキスタイル・空間・建築

安東 陽子

LIXIL出版

進化する箱 : 箱の家の20年

難波 和彦

TOTO出版

北山 恒

TOTO出版

面出 薫

TOTO出版

小嶋 一浩

TOTO出版

ンの振り子

都市のエージェントはだれなのか : 近世/近代/現代 パ
リ/ニューヨーク/東京
建築照明の作法 : 照明デザインを語る10の思想と27の
作法

限界デザイン : 人類の生存にむけた星の王子さまから
の贈り物

三宅 理一

デザコン2016 in Kochi oﬃcial book : 第13回全国高等 全国高等専門学校連
専門学校デザインコンペティション高知大会

合会

卒業設計日本一決定戦oﬃcial book : せんだいデザイン 仙台建築都市学生会
リーグ

議

卒業設計日本一決定戦oﬃcial book : せんだいデザイン 仙台建築都市学生会
リーグ

議

卒業設計日本一決定戦oﬃcial book : せんだいデザイン 仙台建築都市学生会
リーグ
全国修士設計・論文・プロジェクト展・特別講演・
ワークショップ

議

TOTO出版
TOTO出版
建築資料研究社
建築資料研究社
建築資料研究社
建築資料研究社

トウキョウ建築コレ
クション2016実行
委員会

建築資料研究社

トウキョウ建築コレ
5084154 525.1||To

配架場所：学科指定図書（A科）

全国修士設計・論文・特別企画

クション2015実行

建築資料研究社

委員会
トウキョウ建築コレ
5084155 525.1||To

配架場所：学科指定図書（A科）

全国修士設計・論文・プロジェクト展・特別企画

クション2014実行

建築資料研究社

委員会
全国修士設計展・論文展・プロジェクト展・特別対

建築資料研究社

5084156 525.1||To

配架場所：学科指定図書（A科）

5084157 520.87||Mu

配架場所：学科指定図書（A科）

5084158 520.4||N

配架場所：学科指定図書（A科）

5084159 629.04||L

配架場所：学科指定図書（A科）

ランドスケープ批評宣言

5084160 527.04||Ts

配架場所：学科指定図書（A科）

現代住宅研究

塚本 由晴

INAX出版

5084161 520.4||I

配架場所：学科指定図書（A科）

リノベーション・スタディーズ

五十嵐 太郎

INAX出版

5084162 527.8||Mi

配架場所：学科指定図書（A科）

団地再生計画/みかんぐみのリノベーションカタログ

みかんぐみ

INAX出版

5084163 520.4||I

配架場所：学科指定図書（A科）

五十嵐 太郎

INAX出版

5084164 527.04||A

配架場所：学科指定図書（A科）

住宅論 : 12のダイアローグ

青木 淳

INAX出版

5084165 518.8||Ta

配架場所：学科指定図書（A科）

都市表象分析

田中 純

INAX出版

5084166 361.78||W

配架場所：学科指定図書（A科）

都市のアレゴリー

若林 幹夫

INAX出版

5084167 524||Sa

配架場所：学科指定図書（A科）

構造・構築・建築 : 佐々木睦朗の構造ヴィジョン

佐々木 睦朗

LIXIL出版

5084168 510.67||N

配架場所：学科指定図書（A科）

日建設計

5084169 525.1||Sa

配架場所：学科指定図書（A科）

図解建築プレゼンのグラフィックデザイン

坂牛 卓

鹿島出版会

5084170 012.3||Ts

配架場所：学科指定図書（A科）

図書館

積田 洋

彰国社

5084171 526.33||Ke

配架場所：学科指定図書（A科）

事務所建築

5084172 527.1||A

配架場所：学科指定図書（A科）

高齢者のすまい

浅沼 由紀

市ケ谷出版社

5084173 526.36||Y

配架場所：学科指定図書（A科）

保育施設

山田 あすか

彰国社

5084205 526.33||H

配架場所：学科指定図書（A科）

オフィス建築

日置 滋

市ヶ谷出版社

談・特別企画
村野藤吾の建築 : 模型が語る豊饒な世界
建築の四層構造 : サステイナブル・デザインをめぐる
思考

終わりの建築/始まりの建築 : ポスト・ラディカリズム
の建築と言説

村野 藤吾

青幻舎

難波 和彦

INAX出版

landscape network
901

日経アーキテクチュ
ア編集部

建築設計テキスト編
集委員会

INAX出版

日経BP社

彰国社

都市縮小時代の土地利用計画 : 多様な都市空間創出へ

75729 518.8||N

配架場所：学科指定図書（C科）

75730 518.8||N

配架場所：学科指定図書（C科）

75731 518.8||N

配架場所：学科指定図書（C科）

75732 511.7||N

配架場所：学科指定図書（C科）

75733 511.3||Z

配架場所：学科指定図書（C科）

地盤・耐震工学入門

配架場所：学科指定図書（C科）

はじめの一歩

5082628 501.341||Ku

向けた課題と対応策
景観計画の実践 : 事例から見た効果的な運用のポイン
ト
都市経営時代のアーバンデザイン
新設コンクリート革命 : 長持ちするインフラのつくり
方

日本建築学会

学芸出版社

日本建築学会

森北出版

西村 幸夫

学芸出版社

熱血ドボ研2030

日経BP社

地盤・耐震工学入門
編集委員会
栗崎 彰

地盤工学会
講談社

地震に負けない地盤がわかる本 : Q&Aで一発回答! : 液
5082656 511.2||J

配架場所：学科指定図書（C科）

状化から地盤調査、補修工事まで地盤トラブル対策の

エクスナレッジ

すべてがここに!
土と水の探究者たち : 地盤調査、災害調査で生活の土

瀬古 一郎

ダイヤモンド・ビジ

5082658 511.27||Se

配架場所：学科指定図書（C科）

5084600 365.31||N

配架場所：学科指定図書（C科）

老いる家崩れる街 : 住宅過剰社会の末路

野澤 千絵

講談社

5084601 511.3||Mi

配架場所：学科指定図書（C科）

土質力学入門

三田地 利之

森北出版

5084602 369.3||O

配架場所：学科指定図書（C科）

防災リテラシー

太田 敏一

森北出版

5084603 524.91||Mo

配架場所：学科指定図書（C科）

地震工学概論

元田 良孝

森北出版

5084604 455.1||I

配架場所：学科指定図書（C科）

技術者からみた日本列島の地震と地盤

稲田 倍穂

鹿島出版会

5084605 511.3||Ka

配架場所：学科指定図書（C科）

土質力学概論

垣谷 敦美

実教出版

5084606 511.3||Ka

配架場所：学科指定図書（C科）

マンガでわかる土質力学

加納 陽輔

オーム社

5084607 511.7||A

配架場所：学科指定図書（C科）

絵ときコンクリート

浅賀 栄三

オーム社

5084608 511.7||I

配架場所：学科指定図書（C科）

マンガでわかるコンクリート

石田 哲也

オーム社

5084609 511.7||I

配架場所：学科指定図書（C科）

絵とき鉄筋コンクリートの設計

伊藤 実

オーム社

5084610 336.5||N

配架場所：学科指定図書（C科）

西村 克己

中経出版

5084611 816.5||N

配架場所：学科指定図書（C科）

野田 直人

人の森

5084612 816||O

配架場所：学科指定図書（C科）

小笠原 信之

高橋書店

5084613 407||N

配架場所：学科指定図書（C科）

野島 高彦

化学同人

台を支える

論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本 : 「わ
かりやすい文章」を書くための基本ポイント35
小論文・レポートの書き方 : パラグラフ・ライティン
グとアウトラインを鍛える演習帳
伝わる!文章力が豊かになる本
実験ノートの書き方 : 誰も教えてくれなかった : 研究
を成功させるための秘訣

ネス企画

5084614 809.2||Sa

配架場所：学科指定図書（C科）

論理的な話し方の極意

斉藤 孝

宝島社

5084615 511.78||I

配架場所：学科指定図書（C科）

コンクリートの劣化と補修がわかる本update

和泉 意登志

コンクリート新聞社

Pythonによるスクレイピング&機械学習開発テクニッ
75571 007.64||Ku

配架場所：学科指定図書（E科）

ク : BeautifulSoup、scikit-learn、TensorFlowを使っ クジラ飛行机

ソシム

てみよう
Pythonクローリング & スクレイピング : データ収

加藤 耕太

技術評論社

75572 007.64||Ka

配架場所：学科指定図書（E科）

75573 007.13||R

配架場所：学科指定図書（E科）

実践機械学習システム

Richert Willi

75578 209||H

配架場所：学科指定図書（E科）

Sapiens : a brief history of humankind

Harari Yuval N.

HarperCollins

75710 007.64||R

配架場所：学科指定図書（E科）

パーフェクトR

Rサポーターズ

技術評論社

75711 427.45||Sa

配架場所：学科指定図書（E科）

遷移金属酸化物・化合物の超伝導と磁性

佐藤 正俊

内田老鶴圃

75712 540.79||D

配架場所：学科指定図書（E科）

電験3種模範解答集

75713 544.2||I

配架場所：学科指定図書（E科）

磁界共鳴によるワイヤレス電力伝送

居村 岳広

森北出版

5083248 548.2||Ta

配架場所：学科指定図書（E科）

みんなのArduino入門

高本 孝頼

リックテレコム

5083257 417||O

配架場所：学科指定図書（E科）

マンガでわかる統計学 : 素朴な疑問からゆる?く解説

大上 丈彦

5083259 537.25||H

配架場所：学科指定図書（E科）

トコトンやさしい電気自動車の本

廣田 幸嗣

5083520 007.58||Mi

配架場所：学科指定図書（E科）

Pythonによるwebスクレイピング

Mitchell Ryan

集・解析のための実践開発ガイド

オライリー・ジャパ
ン

電気書院

ソフトバンククリエ
イティブ
日刊工業新聞社
オライリー・ジャパ
ン

加速スイッチON!電気自動車の製作 : モータ,パワー・
5083706 537.25||Mi

配架場所：学科指定図書（E科）

インバータと電池を積んでスタート・ダッシュ! : 街乗 宮村 智也

CQ出版

り!チョイ乗り!目立ちまくり!
5083712 350.1||R

配架場所：学科指定図書（E科）

ダメな統計学 : 悲惨なほど完全なる手引書

5084556 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

5084557 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

5084558 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

Reinhart Alex

勁草書房
国際文化カレッジ技
術教育センター
国際文化カレッジ技
術教育センター
国際文化カレッジ技
術教育センター

5084559 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

5084560 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

5084561 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

5084562 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

5084563 549.3||Ko

配架場所：学科指定図書（E科）

ディジタル技術検定試験問題集

国際文化カレッジ技
術教育センター
国際文化カレッジ技
術教育センター
国際文化カレッジ技
術教育センター
国際文化カレッジ技
術教育センター
国際文化カレッジ技
術教育センター

電気電子系学生のための英語処方 : 論文執筆から口頭
発表のテクニックまで = English manners for
5084564 540.7||B

配架場所：学科指定図書（E科）

electrical and electronics engineering students :

馬場 吉弘

電気学会

techniques for writing and presenting successful
scientific papers in English
5084565

837 配架場所：学科指定図書（E科）

Shadow of the shark

Osborne Mary Pope Random House

5084566

837 配架場所：学科指定図書（E科）

Balto of the Blue Dawn

Osborne Mary Pope Random House

5084567

837 配架場所：学科指定図書（E科）

Night of the ninth dragon

Osborne Mary Pope Random House

電気・電子を説明する英語

宮野 晃

森北出版

羽部 朝男

数理工学社

5084568 507.7||Mi

配架場所：学科指定図書（E科）

5084569 427||H

配架場所：学科指定図書（E科）

5084570 541.1||U

配架場所：学科指定図書（E科）

例題で学ぶはじめての電磁気

臼田 昭司

技術評論社

5084571 427||W

配架場所：学科指定図書（E科）

わかりやすい電磁気学

脇田 和樹

ムイスリ出版

5084572 549.8||Sh

配架場所：学科指定図書（E科）

島村 茂

オーム社

5084573 544.2||Sh

配架場所：学科指定図書（E科）

ワイヤレス給電技術

篠原 真毅

科学技術出版

5084574 540.79||A

配架場所：学科指定図書（E科）

電験第3種スイスイわかる機械

安東 憲二

電気書院

5084575 540.79||Sa

配架場所：学科指定図書（E科）

電験第3種スイスイわかる理論

演習しよう電磁気学 : これでマスター!学期末・大学院
入試問題

基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路 : パワ
エレ素子のON/OFFと動作波形の関係がよくわかる!!

電気書院

5084576 540.79||A

配架場所：学科指定図書（E科）

電験第3種スイスイわかる電力

5084577 540.79||D

配架場所：学科指定図書（E科）

電験第3種スイスイわかる法規

出村 俊博

電気書院

75695 431||Te

配架場所：学科指定図書（G科）

現代物理化学 : Modern physical chemistry

寺嶋 正秀

化学同人

75696 435||W

配架場所：学科指定図書（G科）

シュライバー・アトキンス無機化学

Weller Mark T.

東京化学同人

75697 435||W

配架場所：学科指定図書（G科）

シュライバー・アトキンス無機化学

Weller Mark T.

東京化学同人

5084216 816.5||I

配架場所：学科指定図書（G科）

論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける!

石黒 圭

日本実業出版社

5084217 901.01||O

配架場所：学科指定図書（G科）

現代批評理論のすべて

大橋 洋一

新書館

5084218 933.6||H

配架場所：学科指定図書（G科）

批評理論入門 : 「フランケンシュタイン」解剖講義

広野 由美子

中央公論新社

5084219 901||Ts

配架場所：学科指定図書（G科）

現代文学理論 : テクスト・読み・世界

土田 知則

新曜社

5084220 901.4||I

配架場所：学科指定図書（G科）

読むための理論 : 文学・思想・批評

石原 千秋

世織書房

5084221 141.93||E

配架場所：学科指定図書（G科）

「ほんとうの自分」のつくり方 : 自己物語の心理学

榎本 博明

講談社

5084222 374||N

配架場所：学科指定図書（G科）

中竹 竜二

教育開発研究所

5084223 783.48||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

山本 巧

大修館書店

5084224 783.48||Ma

配架場所：学科指定図書（G科）

平尾誠二 人を奮い立たせるリーダーの力

マガジンハウス

マガジンハウス

5084225 281.04||Ka

配架場所：学科指定図書（G科）

80の物語で学ぶ働く意味

川村 真二

日本経済新聞出版社

5084226 783.48||J

配架場所：学科指定図書（G科）

ハードワーク : 勝つためのマインド・セッティング

Jones Eddie

講談社

5084227 413.3||Ka

配架場所：学科指定図書（G科）

微分積分 : 1変数と2変数

川平 友規

日本評論社

5084228 411.3||Ta

配架場所：学科指定図書（G科）

線形代数 : 行列と数ベクトル空間

竹山 美宏

日本評論社

5084229 413.62||I

配架場所：学科指定図書（G科）

常微分方程式

井ノ口 順一

日本評論社

5084230 421.5||Ma

配架場所：学科指定図書（G科）

ヴィジュアルガイド物理数学 : 多変数関数と偏微分

前野 昌弘

東京図書

5084231 421.5||Ma

配架場所：学科指定図書（G科）

前野 昌弘

東京図書

5084232 411.3||Ki

配架場所：学科指定図書（G科）

線形代数学講義

木田 雅成

培風館

5084233 413.3||Mi

配架場所：学科指定図書（G科）

微分積分の演習

三宅 敏恒

培風館

5084234 410.4||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

やさしい統計

結城 浩

SBクリエイティブ

5084235 410.4||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

ベクトルの真実

結城 浩

SBクリエイティブ

5084236 410.4||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

丸い三角関数

結城 浩

SBクリエイティブ

5084237 410.4||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

式とグラフ

結城 浩

特別な才能はいらない自分にしかできないスクール
リーダーになろう
考えて強くなるラグビーのトレーニング : 戦術アプ
ローチに基づく練習プログラム

ヴィジュアルガイド物理数学 : 1変数の微積分と常微分
方程式

電気書院

ソフトバンククリエ
イティブ

5084238 410.4||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

微分を追いかけて

結城 浩

SBクリエイティブ

5084239 410.4||Y

配架場所：学科指定図書（G科）

積分を見つめて

結城 浩

SBクリエイティブ

北山 洋幸

カットシステム

OpenCV3基本プログラミング : さらに進化した画像処

75442 007.642||Ki

配架場所：学科指定図書（I科）

75445 798.5||Sh

配架場所：学科指定図書（I科）

見てわかるUnity5 C#超入門

掌田 津耶乃

秀和システム

75705 501.3||Mu||3

配架場所：学科指定図書（I科）

Stress intensity factors handbook

村上 敬宜

Pergamon

75714 007.13||Mu

配架場所：学科指定図書（I科）

75715 007.609||Sh

配架場所：学科指定図書（I科）

75716 007.64||Sw

配架場所：学科指定図書（I科）

75717 007.64||W

配架場所：学科指定図書（I科）

75718 007.64||Su

配架場所：学科指定図書（I科）

75719 007.64||Sl

配架場所：学科指定図書（I科）

75720 007.13||Mc

配架場所：学科指定図書（I科）

75721 007.64||A

配架場所：学科指定図書（I科）

75722 007.64||Ta

配架場所：学科指定図書（I科）

75723 007.64||H

配架場所：学科指定図書（I科）

75724 798.5||L

配架場所：学科指定図書（I科）

75725 007.13||Ma

配架場所：学科指定図書（I科）

75726 548.22||A

配架場所：学科指定図書（I科）

75727 549.7||A

配架場所：学科指定図書（I科）

75728 549.7||Ko

配架場所：学科指定図書（I科）

理ライブラリの定番

Pythonではじめる機械学習 : scikit-learnで学ぶ特徴量
エンジニアリングと機械学習の基礎
セキュリティコンテストのためのCTF問題集
退屈なことはPythonにやらせよう : ノンプログラマー
にもできる自動化処理プログラミング
プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズム
とデータ構造
実践Python3
Eﬀective Python : Pythonプログラムを改良する59項
目
TensorFlow機械学習クックブック : Pythonベースの活
用レシピ60+
デバッグの理論と実践 : なぜプログラムはうまく動か
ないのか
7つの言語7つの世界 : Ruby, Io, Prolog, Scala, Erlang,
Clojure, and Haskell
アルゴリズムクイックリファレンス
UnityによるARゲーム開発 : 作りながら学ぶオーグメ
ンテッドリアリティ入門
これからの強化学習

M?ller Andreas C.
清水 祐太郎
Sweigart Al
渡部 有隆
Summerfield Mark.
Slatkin Brett
McClure Nick
Zeller Andreas

オライリー・ジャパ
ン
マイナビ出版
オライリー・ジャパ
ン
マイナビ
オライリー・ジャパ
ン
オライリー・ジャパ
ン
インプレス
オライリー・ジャパ
ン

Tate Bruce 1965-

オーム社

Heineman George

オライリー・ジャパ

T.

ン

Lanham Micheal

オライリー・ジャパ
ン

牧野 貴樹

森北出版

Ando Hisa

技術評論社

FPGAの原理と構成

天野 英晴

オーム社

FPGAプログラミング大全 : Xilinx編

小林 優

秀和システム

GPUを支える技術 : 超並列ハードウェアの快進撃「技
術基礎」

5082717 548.29||H

配架場所：学科指定図書（I科）

5082718 694.6||Ka

配架場所：学科指定図書（I科）

5082726 694.6||Mo

配架場所：学科指定図書（I科）

5082728 798.5||Y

配架場所：学科指定図書（I科）

5084548 548||E

配架場所：学科指定図書（I科）

5084549 548.29||R

配架場所：学科指定図書（I科）

5084578 007.13||Ko

配架場所：学科指定図書（I科）

5084579 007.64||I

配架場所：学科指定図書（I科）

5084580 007.1||A

配架場所：学科指定図書（I科）

5084581 007.13||H

配架場所：学科指定図書（I科）

5084582 007.634||F

配架場所：学科指定図書（I科）

5084583 694.6||Ka

配架場所：学科指定図書（I科）

5084584 007.64||Mo

配架場所：学科指定図書（I科）

5084585 007.609||R

配架場所：学科指定図書（I科）

5084586 694.6||Sy

配架場所：学科指定図書（I科）

5084587 798.5||F

配架場所：学科指定図書（I科）

5084588 007.1||Ka

名刺サイズの魔法のパソコンラズベリー・パイで遊ぼ
う!
作ればわかる!Androidプログラミング : 10の実践サン
プルで学ぶAndroidアプリ開発入門
基本からしっかり身につくAndroidアプリ開発入門 :
プロが本気で教えるアプリ作りの基本「技」
Unity5 3D/2Dゲーム開発実践入門 : 作りながら覚える
スマートフォンゲーム制作
VR・AR・MRビジネス最前線 : エンタメだけじゃな
い!
600円で始めるラズパイ超入門

林 和孝

ラトルズ

金宏 和實

翔泳社

森 洋之

SBクリエイティブ

吉谷 幹人

ソシム

EYアドバイザ
リー・アンド・コン 日経BP社
サルティング
ラズパイマガジン

日経BP社

神崎 洋治

SBクリエイティブ

石田 保輝

翔泳社

有山 圭二

インプレスR&D

人工知能の核心

羽生 善治

NHK出版

Unix考古学 : truth of the legend

藤田 昭人

ドワンゴ

金田 浩明

SBクリエイティブ

森 博之

工学社

Redmond Eric

オーム社

掌田 津耶乃

秀和システム

Unityではじめるおもしろプログラミング入門

藤森 将昭

リックテレコム

配架場所：学科指定図書（I科）

精霊の箱 : チューリングマシンをめぐる冒険

川添 愛

東京大学出版会

5084589 007.1||Ka

配架場所：学科指定図書（I科）

精霊の箱 : チューリングマシンをめぐる冒険

川添 愛

東京大学出版会

5084590 007.64||Ma

配架場所：学科指定図書（I科）

増井 敏克

ソシム

人工知能解体新書 : ゼロからわかる人工知能のしくみ
と活用
アルゴリズム図鑑 : 絵で見てわかる26のアルゴリズム
Tensorﬂowはじめました2 : 機械学習で超解像-super
resolution

はじめてのAndroidプログラミング : 超初心者でも大
丈夫★
はじめてのVisual Studio 2017
7つのデータベース7つの世界 : PostgreSQL, Riak,
HBase, MongoDB, CouchDB, Neo4J, Redis
Android StudioではじめるAndroidプログラミング入
門 : Android 7+Android Studio 2対応

プログラミング言語図鑑 : for programming language
lovers

人工知能の作り方 : 「おもしろい」ゲームAIはいかに

三宅 陽一郎

技術評論社

5084591 007.13||Mi

配架場所：学科指定図書（I科）

5084592 007.63||Mi

配架場所：学科指定図書（I科）

わかばちゃんと学ぶGit (ギット) 使い方入門

湊川 あい

5084593 007.64||O

配架場所：学科指定図書（I科）

純粋関数型データ構造

Okasaki Chris

ドワンゴ

5084594 007.64||B

配架場所：学科指定図書（I科）

Haskellによる関数プログラミングの思考法

Bird R. S.

ドワンゴ

5084595 798.5||U

配架場所：学科指定図書（I科）

基礎から学ぶUnity 3Dアプリ開発

梅原 嘉介

工学社

5084596 798.5||I

配架場所：学科指定図書（I科）

Unityの寺子屋 : 定番スマホゲーム開発入門

いたのくまんぼう

5084597 007.1||Y

配架場所：学科指定図書（I科）

5084598 763.9||Ke

配架場所：学科指定図書（I科）

ボーカロイド技術論 : 歌声合成の基礎とその仕組み

剣持 秀紀

5084599 763.9||Sh

配架場所：学科指定図書（I科）

初音ミクはなぜ世界を変えたのか?

柴 那典

75436 565.53||N

配架場所：学科指定図書（M科）

マグネシウム技術便覧

75437 492.89||Ta

配架場所：学科指定図書（M科）

バイオマテリアル : 材料と生体の相互作用

田中 順三

内田老鶴圃

75438 492.8||N

配架場所：学科指定図書（M科）

生体物性・医用材料工学

中島 章夫

医歯薬出版

75701 566.78||H

配架場所：学科指定図書（M科）

ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の基礎

表面技術協会

コロナ社

75702 566.7||H

配架場所：学科指定図書（M科）

ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用

表面技術協会

コロナ社

75703 501.41||St

配架場所：学科指定図書（M科）

Metal fatigue in engineering

Stephens R. I.

J. Wiley

75704 501.32||N

配架場所：学科指定図書（M科）

Strength of materials

Nash William A.

75706 501.3||Mu||4

配架場所：学科指定図書（M科）

Stress intensity factors handbook

村上 敬宜

Pergamon

75707 501.3||Mu||5

配架場所：学科指定図書（M科）

Stress intensity factors handbook

村上 敬宜

Pergamon

75708 532||O

配架場所：学科指定図書（M科）

機械加工学の基礎

奥山 繁樹

コロナ社

75709 544.41||To

配架場所：学科指定図書（M科）

配電系統における絶縁設計

5082697 336.49||Ka

配架場所：学科指定図書（M科）

マッキンゼー流プレゼンテーションの技術

5082707 407||H

配架場所：学科指定図書（M科）

5084539 575.1||Ku

配架場所：学科指定図書（M科）

して動くのか

おしゃべりなコンピュータ : 音声合成技術の現在と未
来

完璧!と言われる科学論文の書き方 : 筋道の通った読み
やすい文章作成のコツ
トコトンやさしい燃焼学の本

山岸 順一

日本マグネシウム協
会

東京電力株式会社配
電部

シーアンドアール研
究所

エムディエヌコーポ
レーション
丸善出版
ヤマハミュージック
メディア
太田出版
カロス出版

McGraw-Hill
Education

電気書院

Zelazny Gene

東洋経済新報社

Kirkman John

丸善

久保田 浪之介

日刊工業新聞社

5084540 426.5||Ku

配架場所：学科指定図書（M科）

トコトンやさしい熱力学の本

5084541 428.4||N

配架場所：学科指定図書（M科）

5084542 423.5||Ta

配架場所：学科指定図書（M科）

5084543 423||Ko

配架場所：学科指定図書（M科）

5084544 420.2||A

配架場所：学科指定図書（M科）

歴史で学ぶ物理学入門

5084545 531.8||N

配架場所：学科指定図書（M科）

摩擦との闘い : 家電の中の厳しき世界

5084547 565.54||N

配架場所：学科指定図書（M科）

チタン

日本チタン協会

丸善出版

5084550 531.18||F

配架場所：学科指定図書（M科）

振動工学 : 振動の基礎から実用解析入門まで

藤田 勝久

森北出版

5084551 531.3||I

配架場所：学科指定図書（M科）

基礎から学べる機械力学

伊藤 勝悦

森北出版

5084552 531.3||H

配架場所：学科指定図書（M科）

機械力学

本江 哲行

実教出版

5084553 532||O

配架場所：学科指定図書（M科）

はじめての生産加工学

帯川 利之

講談社

5084554 532||O

配架場所：学科指定図書（M科）

はじめての生産加工学

帯川 利之

講談社

5084555 532||Ta

配架場所：学科指定図書（M科）

生産加工入門

谷 泰弘

数理工学社

すごいぞ!身のまわりの表面科学 : ツルツル、ピカピ
カ、ザラザラの不思議
摩擦のしわざ
カラー図解でわかる力学「超」入門 : 力と運動、仕事
とエネルギーの関係が基礎から図解でスッキリわかる!

久保田 浪之介

日刊工業新聞社

日本表面科学会

講談社

田中 幸

太郎次郎社エディタ
ス

小峯 龍男

SBクリエイティブ

足利 裕人

ふくろう出版

日本トライボロジー
学会

コロナ社

