
教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

情報科学 etc.　（プログラミング　博物館　思考法…）

情報科学の基礎 井内 善臣 実教出版 007.1||Ino||2065641

組込みエンジニアのための状態遷移設計手法 久保 孝行 TechShare 007.61||Kub||7013885

ソフトウェア開発入門 : シミュレーションソフト設計理論からプロジェクト管理まで 佐藤 文俊 東京大学出版会 007.63||Sat||2065643

テストから見えてくるグーグルのソフトウェア開発 Whittaker James A. 日経BP社 007.63||Whi||7013893

プログラミング言語Java Arnold Ken 東京電機大学出版局 007.64||Arn||7013891

リファクタリング : 既存のコードを安全に改善する Fowler Martin オーム社 007.64||Fow||2065644

標準テキスト組込みプログラミング 富士通ラーニングメディア 技術評論社 007.64||Fuj||7013884

モダンC言語プログラミング 花井 志生 アスキー・メディアワークス 007.64||Han||7013763

Javaプログラマーなら習得しておきたいJava SE 8実践プログラミング Horstmann Cay S. インプレス 007.64||Hor||7013892

C言語のポインタのツボとコツがゼッタイにわかる本 石黒 尚久 秀和システム 007.64||Ish||7013914

HTML+JavaScriptによるプログラミング入門 古金谷 博 日経BP社 007.64||Kog||7013902

組込み現場の「C」言語基礎からわかる徹底入門 : 重点学習+文法編 組込みソフトウェア研究会 技術評論社 007.64||Ses||7013886

独習Java 山田 祥寛 翔泳社 007.64||Yam||7013907

アプリ作成で学ぶExcel VBAプログラミングユーザーフォーム&コントロール 横山 達大 秀和システム 007.64||Yok||7013908

エコミュージアムへの旅 大原 一興 鹿島出版会 069||Oha||2065715

地域を変えるミュージアム : 未来を育む場のデザイン 玉村 雅敏 英治出版 069.021||Tam||2065728

論理的に考える技術 : 「思考する力」は構想と発想、そして接続詞の理解で驚くほど伸びる! 村山 涼一 ソフトバンククリエイティブ 141.5||Mur||7013911

世界一やさしい問題解決の授業 渡辺 健介 ダイヤモンド社 141.5||Wat||2065646

歴史　（日本史　世界史　伝記…）

中国の埋められた銭貨 三宅 俊彦 同成社 202.5||Sek||2065743

岩波講座日本歴史（1-3、6-8、10、11、15、16、20巻） 大津 透 岩波書店 210.1||Ots||2065510

岩波世界人名大辞典 岩波書店辞典編集部 岩波書店 280.33||Iwa||2065741

大村智 : 2億人を病魔から守った化学者 馬場 錬成 中央公論新社 289.1||Bab||2065668

社会科学　　（危険物問題集　問題解決　ユニバーサルデザイン…）

本試験型乙種第4類危険物取扱者資格試験問題集 コンデックス情報研究所 成美堂出版 317.734||Kon||7013915

合格レッスン!乙種第4類危険物取扱者 成美堂出版 317.734||Kon||7013916

創造農村 : 過疎をクリエイティブに生きる戦略 佐々木 雅幸 学芸出版社 318.6||Sas||2065729

コミュニティデザイン : 人がつながるしくみをつくる 山崎 亮 学芸出版社 318.8||Yam||2065720

機械設計・メカトロ技術開発のためのプロジェクトリーダー「the虎の巻」 西田 麻美 日刊工業新聞社 336||Nis||2065568

トコトンやさしいSCM(サプライチェーンマネジメント)の本 鈴木 邦成 日刊工業新聞社 336||Suz||2065548

論理的な考え方が身につく本 : 問題解決力がアップする35の思考スキル 西村 克己 PHPエディターズ・グループ 336.2||Nis||2065649

マインドマップ問題解決 : 「らくがき」で劇的に身につくロジカルシンキング 高橋 政史 ダイヤモンド社 336.2||Tak||2065645

はじめてのロジカルシンキング : 3つのステップで考える! 渡辺 パコ かんき出版 336.2||Wat||2065647

はじめてのロジカル問題解決 : 3つのステップで考える! 渡辺 パコ かんき出版 336.2||Wat||2065648

トコトンやさしい原価管理の本 大塚 泰雄 日刊工業新聞社 336.85||Ots||2065555

家族と考えるユニバーサルデザイン 川内 美彦 学研教育出版 369.27||Min||2065705

学校で考えるユニバーサルデザイン 川内 美彦 学研教育出版 369.27||Min||2065706

町の人とつくるユニバーサルデザイン 川内 美彦 学研教育出版 369.27||Min||2065707

社会で取り組むユニバーサルデザイン 川内 美彦 学研教育出版 369.27||Min||2065708

活動の場を広げるユニバーサルデザイン 川内 美彦 学研教育出版 369.27||Min||2065709

これからのユニバーサルデザイン 川内 美彦 学研教育出版 369.27||Min||2065710

メタ認知 : 学習力を支える高次認知機能 三宮 真智子 北大路書房 371.41||San||2065650

これで突破!!最強のSPI攻略1000 : 就職試験 阪東 恭一 新星出版社 377.9||Ban||7013917

最新最強の就活セミナーエントリーシート・自己PR・志望動機 根岸 博之 成美堂出版 377.9||Neg||7013764

各学科の先生が授業に必要な
参考書や専門書を選定いたしました
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　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

自然科学　　（数学　化学…）

トコトンやさしい実用技術を支える法則の本 福田 遵 日刊工業新聞社 404||Fuk||2065557

数学再入門 : 心に染みこむ数学の考え方 長岡 亮介 日本評論社 410||Nag||2065737

定理が生まれる : 天才数学者の思索と生活 Villani C?dric 早川書房 410.4||Vil||2065738

マインドストーム : 子供、コンピューター、そして強力なアイデア Papert Seymour 未來社 410.7||Pap||2065651

概説確率統計 前園 宜彦 サイエンス社 410.8||Sug||2065653

Secrets of mental math Benjamin Arthur Three Rivers Press 411.1||Ben||1005588

道具としてのフーリエ解析 涌井 良幸 日本実業出版社 413.59||Wak||2065642

確率統計 高専の数学教材研究会 森北出版 417||Kou||2065652

確率と統計 : 情報学への架橋 渡辺 澄夫 コロナ社 417||Wat||2065654

4Stepsエクセル統計 柳井 久江 オーエムエス出版 417||Yan||7013913

The theoretical minimum : what you need to know to start doing physics Susskind Leonard Basic Books 420||Sus||1005589

トコトンやさしいエントロピーの本 石原 顕光 日刊工業新聞社 426.55||Ish||2065558

電界パノラマ : 電界をよりよく理解するために 宅間 董 電気学会 427||Tak||2065630

錯体化学 佐々木 陽一 裳華房 430||Kag||2065693

驚異のソフトマテリアル : 最新の機能性ゲル研究 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065677

人工光合成と有機系太陽電池 : 最新の技術とその研究開発 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065678

革新的な多孔質材料 : 空間をもつ機能性物質の創成 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065679

新しい局面を迎えた界面の分子科学 : 機能デザインと計測技術の展開 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065680

不活性結合・不活性分子の活性化 : 革新的な分子変換反応の開拓 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065681

核酸化学のニュートレンド : DNA・RNAの新たな可能性を拓く 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065682

高分子と光が織りなす新機能・新物性 : 光機能性高分子材料の新展開 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065683

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 化学同人 430.8||Csj||2065684

金属および半導体ナノ粒子の科学 : 新しいナノ材料の機能性と応用展開 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065685

ここまで進んだバイオセンシング・イメージング : 1分子から細胞, 脳まで 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065686

未来を拓く元素戦略 : 持続可能な社会を実現する化学 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065687

未来材料を創出するπ電子系の科学 : 新しい合成・構造・機能化に向けて 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065688

キラル化学 : その起源から最新のキラル材料研究まで 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065689

放射光が拓く化学の現在と未来 : 物質科学にイノベーションをもたらす光 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065690

次世代のバイオ水素エネルギー : 再生可能エネルギーの創出と変換をめざして 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065691

スピン化学が拓く分子磁性の新展開 : 設計から機能化まで 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065692

極限環境の生体分子 : 過酷な環境下での機能を科学する 日本化学会 化学同人 430.8||Csj||2065745

基礎分析化学 宗林 由樹 サイエンス社 430.8||Shi||2065696

元素図鑑 中井 泉 ベストセラーズ 431.11||Nak||7013920

入門固体化学 Smart Lesley 化学同人 431||Sma||7013919

固体化学 田中 勝久 東京化学同人 431||Tan||7013918

Solutions manual to accompany elements of physical chemistry Trapp Charles A. Oxford University Press 431||Tra||1005590

見つける、量る、可視化する!質量分析実験ガイド 杉浦 悠毅 羊土社 433.2||Sug||2065676

動物も扱える液クロ実験 : how toマニュアル 中村 洋 みみずく舎 433.45||Nih||2065675

Classics in spectroscopy : isolation and structure elucidation of natural products Berger Stefan Wiley-VCH 433||Ber||1005601

基礎分析化学演習 菅原 正雄 三共出版 433||Sug||2065695

よくわかる最新分析化学の基本と仕組み : 基礎から学ぶ分析化学の現場とノウハウ : 分析の常識 津村 ゆかり 秀和システム 433||Tsu||2065674

コンパクト分析化学 脇田 久伸 三共出版 433||Wak||2065694

元素と金属の科学 坂本 卓 日刊工業新聞社 436||Sak||2065569

Natural products isolation Sarker Satyajit D. Humana Press 439||Sar||1005603

生命・食・環境のサイエンス 江坂 宗春 共立出版 460||Esa||2065658

Molecules that changed the world K.C. Nicolaou WILEY-VCH 464.1||Nic||1005602

バイオ実験超基本Q&A 大藤 道衛 羊土社 464.1||Oto||2065659

タンパク質をとり出そう 岡田 雅人 羊土社 464.2||Oka||2065660

タンパク質をしらべよう 岡田 雅人 羊土社 464.2||Oka||2065661

基礎から学ぶ遺伝子工学 田村 隆明 羊土社 467.2||Tam||2065662

海から生まれた毒と薬 Tu Anthony T. 丸善出版 468.8||Tu||2065664

新・海洋動物の毒 : フグからイソギンチャクまで 塩見 一雄 成山堂書店 481.72||Shi||2065665

サルファ剤、忘れられた奇跡 : 世界を変えたナチスの薬と医師ゲルハルト・ドーマクの物語 Hager Tom 中央公論新社 492.31||Hag||2065669

「超寿」の道も一歩から : 充実した人生を送るための健康メソッド 三浦 豪太 JAF出版社 498.3||Miu||2065739

眠りと体内時計を科学する 大塚 邦明 春秋社 498.36||Ots||2065740

栄養生理学・生化学実験 加藤 秀夫 講談社 498.5||Eiy||2065663

新薬アクテムラの誕生 : 国産初の抗体医薬品 大杉 義征 岩波書店 499.1||Osu||2065670

The evolution of drug discovery : from traditional medicines to modern drugs Ravia Enrique Wiley-VCH 499.3||Rav||1005604
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　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

技術．工学　　（エネルギー　まちづくり　機械工学…）

目で見てわかる使いこなす測定工具 : 正しい使い方と点検・校正作業 澤 武一 日刊工業新聞社 501.22||Saw||2065528

スマートセンサ無線ネットワーク : スマートメーターSUNとZigBeeスマートエネルギー 鄭 立 リックテレコム 501.22||Tei||2065601

有限要素法のつくり方! : FEMプログラミングの手順とノウハウ 石川 博幸 日刊工業新聞社 501.341||Ish||2065543

電力小売全面自由化で動き出す分散型エネルギー 井熊 均 日刊工業新聞社 501.6||Iku||2065575

暮らしの中のエネルギー : 環境にやさしい選択 岩船 由美子 電気学会 501.6||Iwa||2065636

バイオマスハンドブック = Biomass handbook 日本エネルギー学会 オーム社 501.6||Nih||2065656

バイオマス活用ハンドブック : バイオマス事業化成功のために 日本有機資源協会 環境新聞社 501.6||Nih||2065657

再生可能エネルギーと大規模電力貯蔵 横国大グリーン水素研究センター 日刊工業新聞社 501.6||Yok||2065598

「もの」はどのようにつくられているのか? : プロダクトデザインのプロセス事典 Lefteri Chris オライリー・ジャパン 501.8||Lef||2065523

技術士第一次試験「機械部門」専門科目過去問題解答と解説 Net-P.E.Jp 日刊工業新聞社 507.3||Net||7013879

技術士試験「金属部門」受験必修テキスト 高橋 政治 日刊工業新聞社 507.3||Tak||7013880

設計の英語って、どない使うねん! : 現場設計者が教える実務で使う技術英語術 山田 学 日刊工業新聞社 507.7||Yam||2065583

トコトンやさしい工場管理の本 岡田 貞夫 日刊工業新聞社 509.5||Oka||2065551

プロジェクトデザイン入門 千徳 英一 共立出版 509.63||Chi||2065525

プロジェクトデザインI・II 千徳 英一 共立出版 509.63||Chi||2065526

プロジェクトデザイン実践 千徳 英一 共立出版 509.63||Chi||2065527

ついてきなぁ!悪い「設計変更」と良い「設計変更」 : わかりやすくやさしくやくにたつ 國井 良昌 日刊工業新聞社 509.63||Kun||2065566

「設計力」を支えるデザインレビューの実際 : 品質不具合はこうやってなくせ! 寺倉 修 日刊工業新聞社 509.63||Ter||2065576

目で見てわかる機械保全チェックシートのつくり方・使い方 竹野 俊夫 日刊工業新聞社 509.68||Tak||2065529

一番最初に読む機械保全の本 吉川 達志 日刊工業新聞社 509.68||Yos||2065570

環境デザイン用語辞典 環境デザイン研究会 井上書院 518.8||Kan||2065699

ライネフェルデの奇跡 : まちと団地はいかによみがえったか Kil Wolfgang 水曜社 518.8||Kil||2065730

共生のユニバーサルデザイン : 建築・交通・まちづくりをつなぐ 三星 昭宏 学芸出版社 518.8||Mih||2065704

子どもはどこで犯罪にあっているか : 犯罪空間の実情・要因・対策 中村 攻 晶文社 518.8||Nak||2065716

まちづくり学 : アイディアから実現までのプロセス 西村 幸夫 朝倉書店 518.8||Nis||2065703

まちづくりの百科事典 似田貝 香門 丸善 518.8||Nit||2065723

北国の街づくりと景観 : 気候に結びつけた都市デザイン Pressman Norman 北海道大学図書刊行会 518.8||Pre||2065702

英国CABEと建築デザイン・都市景観 坂井 文 鹿島出版会 518.8||Sak||2065712

ランドスケープの近代 : 建築・庭園・都市をつなぐデザイン思考 佐々木 葉二 鹿島出版会 518.8||Sas||2065719

図説都市デザインの進め方 佐藤 滋 丸善 518.8||Sat||2065697

日本の都市から学ぶこと : 西洋から見た日本の都市デザイン Shelton Barrie 鹿島出版会 518.8||She||2065725

ランドスケープアーキテクチュア : 環境計画とランドスケープデザイン Simonds John Ormsbee 鹿島出版会 518.8||Sim||2065724

世界のSSD100 : 都市持続再生のツボ 東京大学cSUR-SSD研究会 彰国社 518.8||Tok||2065731

日本の都市環境デザイン（1 : 北海道・東北・関東編） 都市環境デザイン会議 建築資料研究社 518.8||Tos||2065733

アトリエ・ワンコモナリティーズ : ふるまいの生産 塚本 由晴 LIXIL出版 518.8||Tsu||2065727

はじめてのランドスケープデザイン 八木 健一 学芸出版社 518.8||Yag||2065718

トコトンやさしい環境汚染の本 大岩 敏男 日刊工業新聞社 519||Oiw||2065547

初心者のための環境評価入門 栗山 浩一 勁草書房 519.15||Kur||2065671

これからの環境分析化学入門 小熊 幸一 講談社 519.15||Ogu||2065673

リサイクル・廃棄物事典 : 真の環境保全・資源確保を考慮した3Rの促進のための リサイクル・廃棄物事典編集委 産業調査会 519.7||Ris||2065655

建築・都市計画のための空間学事典 日本建築学会 井上書院 520.1||Nih||2065700

まち建築 : まちを生かす36のモノづくりコトづくり 日本建築学会 彰国社 520.4||Nih||2065726

フランク・ロイド・ライトのランドスケープデザイン Aguar Charles E 丸善 523.53||Agu||2065701

パタン・ランゲージ : 町・建物・施工 Alexander Christopher 鹿島出版会 525.1||Ale||2065713

建築・都市のユニバーサルデザイン : その考え方と実践手法 田中 直人 彰国社 525.1||Tan||2065711

行動をデザインする = Designing by human behavior 早稲田大学渡辺仁史研究室 彰国社 525.1||Was||2065698

トコトンやさしいエコハウスの本 エコハウス検討委員会 日刊工業新聞社 527||Eco||2065561

西山夘三の住宅・都市論 : その現代的検証 住田 昌二 日本経済評論社 527||Sum||2065714

目で見てわかる配管作業 安藤 紀雄 日刊工業新聞社 528.18||And||2065532

道具と機械の本 : てこからコンピューターまで Macaulay David 岩波書店 530||Mac||2065524

トラブルを未然に防ぐねじ設計法と保全対策 橋村 真治 日刊工業新聞社 531.44||Has||2065562

トコトンやさしい軸受の本 吉武 立雄 日刊工業新聞社 531.5||Yos||2065553

ばねの設計と計算の作法 : はじめてのコイルばね設計 山田 学 日刊工業新聞社 531.67||Yam||2065581

リンク機構99→∞ : 機構アイデア発想のネタ帳 山田 学 日刊工業新聞社 531.67||Yam||2065582

トライボロジーがもたらす驚きの世界 石川 憲二 日刊工業新聞社 531.8||Ish||2065567

知ってなアカン!機械技術者そんな設計じゃ、罰せられますよ! 古川 功 日刊工業新聞社 531.9||Fur||2065539

トコトンやさしい機械設計の本 Net-P.E.Jp 日刊工業新聞社 531.9||Net||2065560

メカ基礎バイブル「読んで調べる!」設計製図リストブック 山田 学 日刊工業新聞社 531.9||Yam||2065577

３



　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

技術．工学　　（機械工学　電気自動車　電気工学　通信工学…）

グローバルエンジニアへのファーストステップ 山田 学 日刊工業新聞社 531.98||Yam||2065537

最大実体公差 山田 学 日刊工業新聞社 531.98||Yam||2065580

目で見てわかる作業工具の使い方 愛 恭輔 日刊工業新聞社 532||Ai||2065530

目で見てわかるマシニングセンタ作業 平田 宏一 日刊工業新聞社 532||Hir||2065534

難削材の上手な削り方（チタン合金） 狩野 勝吉 日刊工業新聞社 532||Kar||2065579

バリ取り・エッジ仕上げ大全 北嶋 弘一 日刊工業新聞社 532||Kit||2065573

トコトンやさしいマシニングセンタの本 澤 武一 日刊工業新聞社 532||Saw||2065554

多軸・複合加工用CAM 竹内 芳美 日刊工業新聞社 532||Tak||2065574

旋盤作業ここまでわかれば「一人前」 楠元 智久 日刊工業新聞社 532.1||Kus||2065538

目で見てわかる旋盤作業 澤 武一 日刊工業新聞社 532.1||Saw||2065535

絵とき旋盤加工基礎のきそ（続・スキルアップ編） 澤 武一 日刊工業新聞社 532.1||Saw||2065536

目で見てわかるエンドミルの選び方・使い方 澤 武一 日刊工業新聞社 532.6||Saw||2065531

自動化設計のための治具・位置決め入門 河合 優 日刊工業新聞社 532.69||Kaw||2065572

図解よくわかる廃熱回収・利用技術 大高 敏男 日刊工業新聞社 533.38||Ota||2065564

電気自動車工学 : EV設計とシステムインテグレーションの基礎 廣田 幸嗣 森北出版 537.25||Hir||2065637

電気自動車 : 電気とモーターで動く「クルマ」のしくみ 森本 雅之 森北出版 537.25||Mor||2065600

街を駆けるEV (電気自動車)・PHV (プラグインハイブリッド自動車) 日刊工業新聞社 日刊工業新聞社 537.25||Nik||2065595

電験3種模範解答集 電気書院 540.79||Den||7013883

電力システム工学の基礎 加藤 政一 数理工学社 540.8||Den||2065621

発電工学 吉川 榮和 電気学会 540.8||Den||2065627

パルス電磁エネルギー工学 八井 浄 電気学会 540.8||Den||2065635

エネルギー変換工学 柴田 岩夫 森北出版 540.8||K||2065633

電気施設管理と電気法規解説 並木 徹 電気学会 540.9||Nam||2065590

電気法規と電気施設管理 竹野 正二 東京電機大学出版局 540.91||Tak||2065591

2020年、電力大再編 : 電力改革で変貌する巨大市場 井熊 均 日刊工業新聞社 540.921||Iku||2065617

高電圧・絶縁システム入門 小野田 光宣 森北出版 541.33||Ono||2065602

現代電気電子材料 山本 秀和 コロナ社 541.6||Yam||2065587

電動機の可変速駆動入門 : パワーエレクトロニクス応用 片岡 昭雄 森北出版 542.13||Kat||2065628

現代電気機器理論 金 東海 電気学会 542||Kin||2065606

トコトンやさしい発電・送電の本 福田 遵 日刊工業新聞社 543||Fuk||2065549

電力発生・輸送工学 伊与田 功 オーム社 543||Iyo||2065593

発変電工学入門 矢野 隆 森北出版 543||Yan||2065638

電気エネルギー工学 : 発電から送配電まで 八坂 保能 森北出版 543||Yas||2065622

基本からわかる電力システム講義ノート 荒井 純一 オーム社 543.1||Ara||2065586

電力システム工学 石亀 篤司 オーム社 543.1||Ish||2065613

Grid converters for photovoltaic and wind power systems Teodorescu Remus IEEE 543.1||Teo||1005587

電力系統安定化システム工学 横山 明彦 電気学会 543.1||Yok||2065589

火力発電総論 宮岡 貞隆 電気学会 543.4||Miy||2065632

福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告書 福島原発事故独立検証委 ディスカヴァー・トゥエンティワン 543.5||Fuk||2065629

風力発電導入のための電力系統工学 Ackermann Thomas オーム社 543.6||Ack||2065631

太陽光発電システムのパワーコンディショナ入門 板子 一隆 オーム社 543.8||Ita||2065594

送配電の基礎 山口 純一 森北出版 544||Yam||2065626

ワイヤレス給電技術がわかる本 松木 英敏 オーム社 544.2||Mat||2065592

ワイヤレス給電技術 篠原 真毅 科学技術出版 544.2||Shi||2065522

ワイヤレス給電技術の最前線 篠原 真毅 シーエムシー出版 544.2||Shi||2065605

内線規程 : JEAC 8001-2011 日本電気技術規格委 日本電気協会 544.48||Jyu||2065634

保護リレーシステム工学 大浦 好文 電気学会 544.6||Our||2065603

最新電気鉄道工学 電気学会 コロナ社 546||Den||2065615

HTML5+CSS3の新しい教科書 : 基礎から覚える、深く理解できる。 赤間 公太郎 エムディエヌコーポレーション 547.48||Aka||7013895

M2M基本技術書 : ETSI標準の理論と体系 Boswarthick David リックテレコム 547.48||Bos||2065604

プログラミングHTML5 Canvas : ウェブ・モバイル・ゲーム開発者のためのアプリケーション開発ガイド Geary David M. オライリー・ジャパン 547.48||Gea||7013894

HTML5レベル1 吉川 徹 翔泳社 547.48||Htm||7013898

世界でいちばん簡単なHTML5&CSSのe本 : 最新版 : HTMLとCSSの基本がわかる本 金城 俊哉 秀和システム 547.48||Kin||7013897

現場でかならず使われているCSSデザインのメソッド 北川 貴清 エムディエヌコーポレーション 547.48||Kit||7013901

スッキリわかるJava入門 中山 清喬 インプレス 547.48||Nak||7013905

M2M無線ネットワーク技術と設計法 阪田 史郎 科学技術出版 547.48||Sak||2065521

Web制作者のためのCSS設計の教科書 谷 拓樹 インプレス 547.48||Tan||7013900

ワイヤレス・データ通信の基礎と応用 : 変復調のしくみやBluetooth/Zigbee/無線LANのあらまし トラ技編集部 CQ出版社 547.48||Tor||2065609

４



　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

技術．工学　産業　　（通信工学　電子工学　農業…）

HTML&スタイルシートトレーニングブック 渡邉 希久子 ソーテック社 547.48||Wat||7013899

ｊＱｕｅｒｙ：レッスンブック 山崎 大助 ソシム 547.48||Yam||7013903

JavaScript逆引きレシピ : 達人が選んだ珠玉の現場ワザ 山田 祥寛 翔泳社 547.48||Yam||7013904

マスタリングTCP/IP（入門編・応用編） 竹下 隆史 オーム社 547.482||Tak||7013887

マスタリングTCP/IP 荒井 透 オーム社 547.482||Tak||7013888

ワイヤレス・エネルギー : 伝送技術の最前線 粟井 郁雄 エヌ・ティー・エス 547.5||Awa||2065588

ワイヤレスが一番わかる : 広がりを見せるワイヤレスの世界わかりやすい無線技術 小暮 裕明 技術評論社 547.5||Kog||2065619

アドホック・メッシュネットワーク : ユビキタスネットワーク社会の実現に向けて 間瀬 憲一 コロナ社 547.5||Mas||2065639

Bluetooth LE入門 : スマホにつながる低消費電力無線センサの開発をはじめよう 鄭 立 秀和システム 547.5||Tei||2065618

3.9G/LTE携帯電話の徹底研究 : 高速化,低遅延,周波数利用効率改善を実現する技術と測定 トランジスタ技術編集部 CQ出版 547.5||Tor||2065597

携帯電話とそのシステムの徹底研究 トランジスタ技術編集部 CQ出版 547.5||Tor||2065599

ネットワーク・アナライザ実践活用法 CQ出版 547.5||Tor||2065607

はじめての無線機測定 : アナログ無線機の基本測定からディジタル無線機の実用測定まで トランジスタ技術編集部 CQ出版 547.5||Tor||2065608

新・電波科学への誘ない : 電磁波加熱,気象レーダ,電力伝送,医療応用,化学合成など CQ出版 547.5||Tor||2065611

特集今さらきけない電波伝搬のABC : ディジタル広帯域変調が主流の移動体通信を理解するための トランジスタ技術編集部 CQ出版 547.5||Tor||2065612

手作りで学ぶπ/4シフトQPSK : 業務用ディジタル無線機で主流の変復調方式がわかる! トランジスタ技術編集部 CQ出版 547.5||Tor||2065614

無線LANのしくみとシステム構築法 トランジスタ技術編集部 CQ出版 547.5||Tor||2065616

Arduinoで電子工作をはじめよう! 高橋 隆雄 秀和システム 548.2||Tak||7013889

みんなのArduino入門 高本 孝頼 リックテレコム 548.2||Tak||7013890

3Dプリンタではじめるデジタルモノづくり 門田 和雄 日刊工業新聞社 548.25||Kad||7013878

トコトンやさしい3Dプリンタの本 佐野 義幸 日刊工業新聞社 548.25||San||2065544

トコトンやさしいプラスチック成形の本 横田 明 日刊工業新聞社 548.46||Yok||2065550

NS2によるネットワークシミュレーション入門 : 有線からワイヤレスアドホックネットワークまで 水野 秀樹 森北出版 548.48||Miz||2065640

トコトンやさしいメカトロニクスの本 三田 純義 日刊工業新聞社 549||Mit||2065546

電気機器の電気力学と制御 : 電磁現象のモデリングから制御系設計まで 坂本 哲三 森北出版 549||Sak||2065625

トコトンやさしいEMCとノイズ対策の本 鈴木 茂夫 日刊工業新聞社 549.1||Suz||2065545

定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 堀米 毅 CQ出版 549.3||Hor||7013882

電子回路シミュレータLTspice入門編 : 素子数無制限!動作を忠実に再現! 神崎 康宏 CQ出版 549.3||Kan||7013881

トコトンやさしい太陽電池の本 産業技術総合研究所 日刊工業新聞社 549.51||San||2065556

パワーエレクトロニクスノート : 工作と理論 古橋 武 コロナ社 549.8||Fur||2065623

技術者のためのパワーエレクトロニクス回路工学 廣田 幸嗣 森北出版 549.8||Hir||2065584

パワーエレクトロニクス学入門 : 基礎から実用例まで 河村 篤男 コロナ社 549.8||Kaw||2065624

基本から学ぶパワーエレクトロニクス 松瀬 貢規 電気学会 549.8||Mat||2065620

基本からわかるパワーエレクトロニクス講義ノート 高木 亮 オーム社 549.8||Tak||2065610

パワーエレクトロニクス技術教科書 トランジスタ技術編集部 CQ出版社 549.8||Tor||2065585

実用レーザ切断・溶接加工 : 実践に役立つレーザの知識 新井 武二 日刊工業新聞社 549.95||Ara||2065540

絵ときレーザ加工の実務 : CO2&ファイバレーザ作業の勘どころ 金岡 優 日刊工業新聞社 549.95||Kan||2065541

元素から見た鉄鋼材料と切削の基礎知識 : 「材料と加工の世界」がつながる! 横山 明宜 日刊工業新聞社 564||Yok||2065571

工程順でわかるはじめての鍛造加工 清水 透 日刊工業新聞社 566.2||Shi||2065563

板金作業ここまでわかれば「一人前」 : チェックシートであなたのレベルがわかる 小渡 邦昭 日刊工業新聞社 566.5||Kow||2065542

トコトンやさしい石油の本 藤田 和男 日刊工業新聞社 568.09||Fuj||2065552

トコトンやさしい天然ガスの本 島村 常男 日刊工業新聞社 568.8||Shi||2065559

大規模電力貯蔵用蓄電池 電気化学会 日刊工業新聞社 572.12||Den||2065596

目で見てわかる塗装作業 坪田 実 日刊工業新聞社 576.8||Tsu||2065533

金型設計者1年目の教科書 落合 孝明 日刊工業新聞社 578.46||Och||2065565

接着ハンドブック 日本接着学会 日刊工業新聞社 579.1||Nih||2065578

たった1分で人生が変わる片づけの習慣 小松 易 KADOKAWA 597.5||Kom||7013912

農業と環境汚染 : 日本と世界の土壌環境政策と技術 西尾 道徳 農山漁村文化協会 613.5||Nis||2065672

農薬の科学 : 生物制御と植物保護 桑野 栄一 朝倉書店 615.87||Kuw||2065666

農薬学 佐藤 仁彦 朝倉書店 615.87||Sat||2065667

ランドスケープ基礎調査 : ランドスケープデザイン 小平 恵一郎 理工図書 629||Oda||2065736

設景の世界 小林 治人 理工図書 629||Ran||2065734

敷地造成,園路・広場 青島利浩ランドスケープ研 理工図書 629||Ran||2065735

ランドスケープの計画 日本造園学会 技報堂出版 629.08||Ran||2065717

自転車交通の計画とデザイン : 自転車の「走」と「駐」を考える 自転車まちづくりフォーラム実行委 地域科学研究会 685.8||Jit||2065722

実践する自転車まちづくり : 役立つ具体策 古倉 宗治 学芸出版社 685.8||Kok||2065721

Inside Android : Androidのなかみ Kim Tae Yeon パーソナルメディア 694.6||Kim||7013909

HTML5スマホアプリ開発の教科書 クジラ飛行机 ソーテック社 694.6||Kuj||7013896

５



　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

語学　　（文章表現　英語読本…）

Natural architecture = ナチュラル アーキテクチャー Rocca Alessandro ビー・エヌ・エヌ新社 719||Roc||2065732

Why? the universe Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005591

Why? the human body Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005592

Why? the earth Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005593

Why? animals Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005594

Why? plants Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005595

Why? the environment Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005596

Why? everyday science Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005597

Why? food & nutrition Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005598

Why? sports science Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005599

Why? dinosaurs Mock Jinsil Yearimdang 726.1||Edu||1005600

大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する 黒田 龍之助 筑摩書房 816||Kur||7013910

Role plays for today : photocopiable activities to get students speaking Anderson Jason Delta Publishing 837.7||And||7013930

Fun and games in english : photocopiable language activities for younger learners Chaves Carla Delta Publishing 837.7||Cha||7013931

Mathematics Meyrick Caroline Oxford University Press 837.7||Oxf||7013932

Geography Williams Anne Oxford University Press 837.7||Oxf||7013933

History Oca?a Juan Carlos Oxford University Press 837.7||Oxf||7013934

Science Kauser Saema Oxford University Press 837.7||Oxf||7013935

Stories for young readers Robert Kinney Brothers Publishing 837.7||Rob||7013936

Timed readings : fifty 400-word passages with questions for building reading speed Spargo Edward Jamestown Publishers 837.7||Spa||7013924

Timed readings plus : 25 two-part lessons with questions for building reading speed and comprehension Spargo Edward Jamestown Publishers 837.7||Spa||7013926

Timed readings plus in social studies McGraw-Hill/Glencoe 837.7||Spa||7013928

Reading math Macgraw hill 837.7||Str||7013921

Reading science Macgraw hill 837.7||Str||7013922

Reading social studies Macgraw hill 837.7||Str||7013923

柳宗元古文注釈 : 説・伝・騒・弔 竹田 晃 新典社 920.24||Tak||2065744

６

本は、閲覧室を入ったすぐの棚に置いてあります。

どの本も借りることができます。

借りる時は、学生証または利用者証を本と一緒に窓口に提示してください。


