
　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

情報科学 etc.　（情報理論　プログラミング…）

入門機械学習による異常検知 : Rによる実践ガイド 井手 剛 コロナ社 007.13||Ide||2066055

深層学習 = Deep learning 岡谷 貴之 講談社 007.13||Oka||2066056

データサイエンティスト養成読本 技術評論社 007.13||Sof||2066011

情熱プログラマー : ソフトウェア開発者の幸せな生き方 Fowler Chad オーム社 007.3||Fow||2066003

アプリ開発チームのためのプロジェクトマネジメント : チーム駆動開発でいこう! 稲山 文孝 マイナビ 007.3||Ina||7014590

おうちで学べるセキュリティのきほん : 全く新しいセキュリティの入門書 増井 敏克 翔泳社 007.6||Mas||7014573

おうちで学べるデータベースのきほん : 全く新しいデータベースの入門書 ミック 翔泳社 007.609||Mic||7014575

UMLモデリングの本質 : 良いモデルを作るための知識と実践 児玉 公信 日経BP社 007.61||Kod||7014577

チーム開発実践入門 : 共同作業を円滑に行うツール・メソッド 池田 尚史 技術評論社 007.63||Ike||7014589

Gitが、おもしろいほどわかる基本の使い方33 大串 肇 エムディエヌコーポレーション 007.63||Ogu||7014586

15時間でわかるGit集中講座 岡本 隆史 技術評論社 007.63||Oka||7014585

Gitポケットリファレンス 岡本 隆史 技術評論社 007.63||Oka||7014587

Web制作者のためのGitHub(ギットハブ)の教科書 : チームの効率を最大化する共同開発ツール 塩谷 啓 インプレス 007.63||Shi||7014588

「μITRON (マイクロ・アイトロン)」入門 佐々木 芳 工学社 007.634||Sas||7014596

C言語によるPICプログラミング入門 浅川 毅 東京電機大学出版局 007.64||Asa||7014578

Pythonプロフェッショナルプログラミング ビープラウド 秀和システム 007.64||Bep||7014607

C言語によるPICプログラミング入門 後閑 哲也 技術評論社 007.64||Gok||7014649

Fundamental Algorithms Knuth Donald Ervin 1938- ドワンゴ 007.64||Knu||7014580

Seminumericdal algorithms Knuth Donald Ervin 1938- ドワンゴ 007.64||Knu||7014581

猫でもわかるWindowsプログラミングC#版 粂井 康孝 SBクリエイティブ 007.64||Kum||7014591

Pythonによるデータ分析入門 : NumPy、pandasを使ったデータ処理 McKinney Wes オライリー・ジャパン 007.64||Mck||7014605

AWK実践入門 : ライトウェイトなテキスト処理言語の超定番 中島 雅弘 技術評論社 007.64||Nak||7014583

作って覚えるVisual C# 2013デスクトップアプリ入門 荻原 裕之 秀和システム 007.64||Ogi||7014592

パーフェクトPython Pythonサポーターズ 技術評論社 007.64||Pyt||7014606

新・明解C言語 柴田 望洋 SBクリエイティブ 007.64||Shi||7014574

Scratchではじめよう!プログラミング入門 : ゲームを作りながら楽しく学ぼう 杉浦 学 日経BP社 007.64||Sug||7014576

シェルプログラミング実用テクニック 上田 隆一 技術評論社 007.64||Ued||7014582

明解WebGL : iOS/Androidも対応した3D CGプログラミングのWeb標準 杉本 雅広 リックテレコム 007.642||Sug||7014584

玉台新詠　上・下 徐 陵 明治書院 082||S||2066014

哲学

労働過程論ノート 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066085

山里の釣りから 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066086

戦後日本の労働過程 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066087

哲学の冒険 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066088

自然と労働 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066089

自然と人間の哲学 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066090

戦後思想の旅から 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066091

森にかよう道 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066092

子どもたちの時間 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066093

里の在処 (ありか) 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066094

戦争という仕事 内山 節 農山漁村文化協会 121.6||Uch||2066095

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



　教員選定図書
書名 著者名 出版社 請求記号

歴史　（日本史　世界史…）

古代への旅 松井 秀明 地歴社 210.1||Mat||2066100

中世への旅 松井 秀明 地歴社 210.1||Mat||2066101

近世への旅 松井 秀明 地歴社 210.1||Mat||2066102

岩波講座日本歴史　 4,5,9,12-14,17,18巻 大津 透 岩波書店 210.1||Ots||2065993

エピソードで語る日本文化史　上・下 松井 秀明 地歴社 210.12||Mat||2066103

バーブル・ナーマ : ムガル帝国創設者の回想録　1-3巻 Babur Emperor of Hindustan 平凡社 225.04||Bab||2066096

これならわかるオーストラリア・ニュージーランドの歴史Q&A 石出 法太 大月書店 271||Ish||2066112

部分と全体 : 私の生涯の偉大な出会いと対話 Heisenberg Werner 1901-1976 みすず書房 289.3||Hei||2066084

ニュージーランド Jackson Barbara ほるぷ出版 297.2||Jac||2066110

思いっきりニュージーランド! : 短期旅行からワーキングホリデーまで 鈴木 麻里子 出版芸術社 297.209||Suz||7014676

社会科学　　（危険物問題集　問題解決　ユニバーサルデザイン…）

ニュージーランドを知るための63章 青柳 まちこ 明石書店 302.72||Aoy||2066108

「小さな大国」ニュージーランドの教えるもの : 世界と日本を先導した南の理想郷 日本ニュージーランド学会 論創社 302.72||Nih||2066111

トヨタで学んだ「紙1枚!」にまとめる技術 浅田 すぐる サンマーク出版 336.2||Asa||7014604

トヨタの自分で考える力 : どんな仕事でも必ず成果が出せる 原 マサヒコ ダイヤモンド社 336.2||Har||7014603

ガー・レイノルズ シンプルプレゼン Reynolds Garr 日経BP社 336.4||Rey||7014648

アサーションの心 : 自分も相手も大切にするコミュニケーション 平木 典子 朝日新聞出版 361.454||Hir||2066006

図解相手の気持ちをきちんと「聞く」技術 : 会話が続く、上手なコミュニケーションができる! 平木 典子 PHP研究所 361.454||Hir||2066007

絵でわかる英語で紹介する日本文化 : オールカラー 桑原 功次 ナツメ社 361.5||Kuw||2066115

カーストから現代インドを知るための30章 金 基淑 明石書店 362.25||Kim||2066099

産業・芸術　　（まんが　ゲーム…）

食と緑の環境科学 : 農林業の多面的機能とその活用 唐澤 豊 信濃毎日新聞社 610.4||Kar||2066041

まんがで読む枕草子 中島 和歌子 学研教育出版 726.1||Gak||7014675

英語訳つきおりがみ : Let's enjoy origami in English and Japanese 山口 真 池田書店 754.9||Yam||2066113

売れるゲームのUI/UX制作現場の舞台裏 西川 善司 エムディエヌコーポレーション 798.5||Nis||7014594

ゲームプランナーの新しい教科書 : 基礎からわかるアプリ・ゲームの発想と仕掛け STUDIO SHIN 翔泳社 798.5||Stu||7014593

言語・文学など　　（文章表現　英語読本…）

思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers 井下 千以子 慶應義塾大学出版会 816.5||Ino||2066008

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊 淳子 研究社 816.5||Wat||2066009

生き延びるための作文教室 石原 千秋 河出書房新社 816||Ish||2066106

English pronunciation in use : intermediate : self-study and classroom use Hancock Mark Cambridge University Press 830.7||Han||7014682

English pronunciation in use : self-study and classroom use Marks Jonathan Cambridge University Press 830.7||Mar||7014681

50 mixed-ability grammar lessons Rollason Jane Mary Glasgow Magazines (Scholastic) 835||Rol||7014684

はじめてのホームステイ英会話Do! ジオス教材開発部 ジオス 837.8||Geo||7014611

困ったときのお助け英語 JTBパブリッシング 837.8||Hit||7014679

ホームステイ・留学英語 JTBパブリッシング 837.8||Hit||7014680

留学&ホームステイのための英会話 細井 忠俊 アルク 837.8||Hos||7014677

ホームステイに役立つ英会話100 鷲見由理著 ナツメ社 837.8||Sum||7014678

村上さんのところ 村上 春樹 新潮社 914.6||Mur||2066079

文豪の漢文旅日記 : ?外の渡欧、漱石の房総 森岡 ゆかり 新典社 919.6||Mor||2066107

花燃えんと欲す 後藤 秋正 研文出版 921.43||Got||2066105
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自然科学　　（数学　物理…）

日本の科学者101 村上 陽一郎 新書館 402.8||Mur||2066082

科学者をめざす君たちへ : 研究者の責任ある行動とは National Academy of Sciences 化学同人 407||Nat||2066005

科学の健全な発展のために : 誠実な科学者の心得 日本学術振興会 丸善出版 407||Nih||2066004

あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプルに伝える魔法のテクニック 渡部 欣忍 南江堂 407||Wat||2066051

詳解大学院への数学 本田 龍央 東京図書 410||Hon||7014673

高校数学+α : 基礎と論理の物語 宮腰 忠 共立出版 410||Miy||7014659

編入数学入門 : 大学編入試験対策 : 講義と演習 桜井 基晴 聖文新社 410||Sak||7014671

大学編入のための数学問題集 碓氷 久 大日本図書 410||Usu||7014672

高校数学+α : なっとくの線形代数 宮腰 忠 共立出版 411.3||Miy||7014662

計測における誤差解析入門 Taylor John R. 東京化学同人 417.8||Tay||2066031

Think Stats : プログラマのための統計入門 Downey Allen オライリー・ジャパン 417||Dow||2066010

統計学入門 東京大学教養学部統計学教室 東京大学出版会 417||Kis||2066052

自然科学の統計学 東京大学教養学部統計学教室 東京大学出版会 417||Kis||2066053

みんなのR : データ分析と統計解析の新しい教科書 Lander Jared P. マイナビ 417||Lan||2066012

例題で学ぶExcel統計入門 白石 修二 森北出版 417||Shi||7014645

新・物理入門 山本 義隆 駿台文庫 420||Sun||7014665

新・物理入門問題演習 山本 義隆 駿台文庫 420||Sun||7014670

行列力学入門 Murakami Masato 海鳴社 421.3||Nar||2066025

波動力学入門 Murakami Masato 海鳴社 421.3||Nar||2066026

磁性入門 Murakami Masato 海鳴社 421.3||Nar||2066027

理工系学生・エンジニアのための熱力学 : 問題とその解き方 早稲田 嘉夫 アグネ技術センター 426.5||Was||2066047

マッカーリ一般化学 McQuarrie Donald A. 東京化学同人 430||Mcq||2066038

理工系学生のための化学基礎 野村 浩康 学術図書出版社 430||Nom||2066050

初心者のための分子モデリング Hinchliffe Alan 地人書館 431.1||Hin||2066077

化学結合の量子論入門 小笠原 正明 三共出版 431.19||Oga||2066024

すぐできる量子化学計算ビギナーズマニュアル 武次 徹也 講談社 431.19||Tak||2066078

相平衡状態図の見方・使い方 : プログラム学習 山口 明良 講談社 431.32||Yam||2066029

相律と状態図 吉岡 甲子郎 共立出版 431.32||Yos||2066028

新しい触媒化学 菊地 英一 三共出版 431.35||Kik||2066032

化学熱力学 香山 滉一郎 アグネ技術センター 431.6||Koy||2066048

化学熱力学の基礎演習問題 : 解けばわかる化学熱力学の基礎 香山 滉一郎 アグネ技術センター 431.6||Koy||2066049

物理化学 : 分子論的アプローチ McQuarrie Donald A. 東京化学同人 431||Mcq||2066080

フレンドリー物理化学 田中 潔 三共出版 431||Tan||2066036

シュライバー・アトキンス無機化学 Atkins P. W. 東京化学同人 435||Atk||2066034

有機分子の分子間力 : Ab initio分子軌道法による分子間相互作用エネルギーの解析 都築 誠二 東京大学出版会 437.01||Tsu||2066054

Organic chemistry McMurry John Brooks/Cole 437||Mcm||1005615

Study guide and solutions manual for McMurry and Simanek's fundamentals of organic chemistry McMurry Susan Thomson Brooks/Cole 437||Mcm||1005620

Study guide and student solutions manual : organic chemistry McMurry John Brooks/Cole 437||Mcm||1005621

有機化学概説 McMurry John 東京化学同人 437||Mcm||2066045

有機分子の分子軌道計算と活用 : 分子軌道法を用いた有機分子の性質と基本的反応の計算と活用 染川 賢一 九州大学出版会 437||Som||7014644

危ない地形・地質の見極め方 上野 将司 日経BP社 455.89||Uen||2066059

基礎から学ぶ生化学 奥 恒行 南江堂 491.4||Oku||2066044

生化学 関 周司 三共出版 491.4||Sek||2066043

食品の機能化学 宮澤 陽夫 アイ・ケイコーポレーション 498.53||Miy||2066046

食環境科学入門 : 食の安全を環境問題の視点から 山口　英昌 ミネルヴァ書房 498.54||Yam||2066042



　教員選定図書
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技術．工学　　（土木工学　電気自動車　電気工学　通信工学…）

AutoCAD 2013 3D機能公式トレーニングガイド オートデスク 日経BP社 501.8||Aut||7014658

Rhinoceros ver.5入門 是枝 靖久 ラトルズ 501.83||Kor||7014656

フロンティアに挑む技術 : 北海道の土木遺産 土木学会北海道支部 土木学会 501.9211||Dob||2066065

この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた Dartnell Lewis 河出書房新社 504||Dar||2066083

土木技術者の気概 : 廣井勇とその弟子たち 高橋 裕 鹿島出版会 510.21||Tak||2066069

行動する技術者たち : 行動と思考の軌跡 土木学会 土木学会 510.28||Dob||2066070

土木学会の100年 土木学会 土木学会 510.6||Dob||2066071

図解維持・補修に強くなる : 一目で分かるインフラ維持管理の教科書 日経コンストラクション 日経BP社 510.9||Nik||2066062

インフラ・まちづくりとシビルNPO : 補完から主役の一人へ 土木学会 土木学会 510.921||Dob||2066067

土木コレクションHANDS+EYES 土木学会 土木学会 510.921||Dob||2066068

土木をゆく : 橋・トンネル・ダム・鉄道・空港の“建設のヒミツ"に迫る!! イカロス出版 510.921||Ika||2066073

モリナガ・ヨウの土木現場に行ってみた! モリナガ・ヨウ アスペクト 510.921||Mor||2066072

フロンティアに挑む技術 : 北海道の土木遺産 土木学会北海道支部 土木学会 510.9211||Dob||2066063

生活と環境 岡部 昭二 三共出版 510||O||2066016

地盤環境工学 = Geo‐environmental engineering 嘉門 雅史 共立出版 511.3||Kam||2066058

CIMが2時間でわかる本 : コンストラクション・インフォメーション・モデリング 家入 龍太 日経BP社 513.1||Iei||2066061

景観とデザイン 佐々木 葉 オーム社 513.1||Sas||2066066

道路構造令の解説と運用 日本道路協会 日本道路協会 514||N||2066074

生物多様性をめざすまちづくり : ニュージーランドの環境緑化 林 まゆみ 学芸出版社 518.85||Hay||2066109

Webで学ぶスライド式自然環境論 久塚 謙一 流通経済大学出版会 519||His||7014646

環境 : ここがポイント 齋藤 勝裕 三共出版 519||Sai||2066040

ArchiCADではじめるBIM設計入門 BIM LABO エクスナレッジ 525.1||Bim||7014610

これだけ!BIM 家入 龍太 秀和システム 525.1||Iei||2066060

Autodesk Revit公式トレーニングガイド 伊藤 久晴 日経BP社 525.1||Ito||7014653

はじめてのAutodesk Revit LT : 実践!BIM入門ガイド 小林 美砂子 エクスナレッジ 525.1||Kob||7014652

CINEMA 4D建築CGテクニック コンノ ヒロム ティー・エム・エス 525.18||Kon||7014612

建築とインテリアのためのPhotoshop+Illustratorテクニック 長嶋 竜一 エクスナレッジ 525.18||Nag||7014654

VectorWorks+design : 建築デザイナーのためのVectorWorks実践ガイド 杉山 貴伸 ビー・エヌ・エヌ新社 525.18||Sug||7014657

速習建築CGパースマスターブック : 3ds Max & Photoshop 冨田 和弘 ボーンデジタル 525.18||Tom||7014655

Vectorworks Architect住宅設計のためのBIM入門 : ベーシックマスター 福田 一志 秀和システム 527.1||Fuk||7014651

Cisco LANスイッチ教科書 シスコシステムズ インプレスジャパン 547.483||Cis||7014595

WordPressデザインブック : ステップバイステップ形式でマスターできる エ・ビスコム・テック・ラボ ソシム 547.483||Ebi||7014599

スラスラわかるHTML&CSSのきほん : サンプル実習 狩野 祐東 ソフトバンククリエイティブ 547.483||Kan||7014600

スラスラわかるCSSデザインのきほん : サンプル実習 : ブログもホームページも自由自在 狩野 祐東 SBクリエイティブ 547.483||Kan||7014601

スッキリわかるサーブレット&JSP入門 国本 大悟 インプレスジャパン 547.483||Kun||7014608

やさしいPHP 高橋 麻奈 SBクリエイティブ 547.483||Tak||7014597

プログラミングPHP Tatroe Kevin オライリー・ジャパン 547.483||Tat||7014598

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||2066017
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