
タイトル等
巻次

1
これからの知財入門 : 変革の時代の普遍的知識 / 山口大学大学研究推進機
構知的財産センター著. -- 日経BP社, 2016. CRC

2
初歩の統計力学を取り入れた熱力学 / 小野嘉之著. -- 朝倉書店, 2015. -- (シ
リーズ「これからの基礎物理学」 / 鹿児島誠一, 米谷民明編集 ; 1). 機械

3
形態とデザイン / 日本機械学会編. -- 培風館, 1993.

機械

4
自動車技術ハンドブック / 自動車技術ハンドブック編集委員会企画・編集 ; 1: 基
礎・理論編 - 10: 設計 (EV・ハイブリッド) 編. -- 改訂版. -- 自動車技術会, 2004.

10: 設計
(EV・ハイ 機械

5
自動車解剖マニュアル : エンジン・ボディーから電装まで構造やしくみがよくわか
る / 繁浩太郎著. -- 技術評論社, 2015. -- (まなびのずかん). 機械

6
ロケットエンジン概論 / 桑原卓雄著. -- 産業図書, 2009.

機械

7
カラー図解でわかる航空力学「超」入門 : 飛行の原理に科学で迫る / 中村寛治
著. -- SBクリエイティブ, 2015. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-336). 機械

8
燃料電池 : 熱力学から学ぶ基礎と開発の実際技術 / 工藤徹一, 山本治, 岩原
弘育著. -- 内田老鶴圃, 2005. -- (材料学シリーズ / 堂山昌男, 小川恵一, 北田 機械

9
図解燃料電池技術 : 本格普及のための材料・応用・インフラ開発 / 燃料電池開
発情報センター編. -- 日刊工業新聞社, 2014. 機械

10
オープンデータ超入門 / 林雅之著. -- インプレスR&D, 2014. -- (New thinking
and new ways). 社会環境

11
災害フィールドワーク論 / 木村周平, 杉戸信彦, 柄谷友香編. -- 古今書院,
2014. -- (100万人のフィールドワーカーシリーズ ; 5). 社会環境

12
地球ダイナミクス / 山本明彦編著. -- 朝倉書店, 2014.

社会環境

13
正しく知る地球温暖化 / 赤祖父俊一著. -- 誠文堂新光社, 2008.

社会環境

14
雲百景 : 空を飾る雲のかたちと空のいろ / 村井昭夫, 鵜山義晃著. -- 誠文堂新
光社, 2015. 社会環境

15
蜃気楼のすべて! = All about mirages / 日本蜃気楼協議会著. -- 草思社, 2016.

社会環境

16
気象災害を科学する / 三隅良平著. -- ベレ出版, 2014. -- (Beret science).

社会環境

17
気象災害の事典 : 日本の四季と猛威・防災 / 酒井重典, 鈴木和史, 饒村曜編集.
-- 朝倉書店, 2015. 社会環境

18
鉄で海がよみがえる / 畠山重篤著. -- 文藝春秋, 2012. -- (文春文庫 ; [は-24-
3]). 社会環境

19
天気のしくみ : 雲のでき方からオーロラの正体まで / 森田正光, 森さやか, 川上
智裕著. -- 共立出版, 2017. 社会環境

20
土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 / 建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部編 ; [1] ヨーロッパ編 - 5 ヨーロッパ編2, オリエント編. -- ダ 3 日本編 社会環境

21
土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 / 建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部編 ; [1] ヨーロッパ編 - 5 ヨーロッパ編2, オリエント編. -- ダ 4 日本編2 社会環境

22
土木コレクションHANDS+EYES. -- 土木学会, 2014.

社会環境

23
コンクリートの劣化と補修がわかる本update / 和泉意登志, 竹田宣典編著 ; 神
谷清志 [ほか] 著. -- コンクリート新聞社, 2016. 社会環境

24
物理で広がる鉄道の魅力 / 半田利弘著. -- 丸善, 2010.

社会環境

25
決定版!グリーンインフラ / グリーンインフラ研究会, 三菱UFJリサーチ&コンサル
ティング, 日経コンストラクション編. -- 日経BP社, 2017. 社会環境

26
中国複合汚染の正体 : 現場を歩いて見えてきたこと / 福島香織著. -- 扶桑社,
2013. 社会環境

27
自然災害のシミュレーション入門 / 井田喜明著. -- 朝倉書店, 2014.

社会環境

28
環境学 : 21世紀の教養 = Environmental studies : liberal arts in the 21st
century / 京都大学で環境学を考える研究者たち編. -- 朝倉書店, 2014. 社会環境

29
図説わかるコンクリート構造 / 上田尚史 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2015.

社会環境

30
船のしくみパーフェクト事典 : 知っておきたい基本構造から最新技術まで / 池田
良穂監修. -- ナツメ社, 2014. -- (ダイナミック図解). 社会環境

31
世界の砕氷船 / 赤井謙一著. -- 交通研究協会, 2010. -- (交通ブックス ; 218).

社会環境

32
希望の現場メタンハイドレート / 青山千春著 ; 青山繁晴アシスト. -- 3版. -- ワ
ニ・プラス, 2013. 社会環境

33
ジオモバイルプログラミング : iPhone & Androidで位置情報アプリを作ろう! / 郷
田まり子, 宅間俊志, 近藤昭雄著. -- ワークスコーポレーション, 2011. 社会環境

34
プログラマが知るべき97のこと / Kevlin Henney編 ; 夏目大訳. -- オライリー・
ジャパン, 2010. 情報
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35
応用数学夜話 : 現象と数理と統計 / 森口繁一著. -- 筑摩書房, 2011. -- (ちくま
学芸文庫 ; [モ14-1]). 情報

36
わかりやすい数理計画法 / 坂和正敏, 矢野均, 西崎一郎共著. -- 森北出版,
2010. 情報

37
デジタルイメージング / 歌川健著. -- 朝倉書店, 2013. -- (光学ライブラリー ; 5).

情報

38
銀河考古学 = Galactic archaeology / 千葉柾司著. -- 日本評論社, 2015. --
(新天文学ライブラリー = New astronomy library ; 2). 情報

39
太陽系外惑星 = Extrasolar planets / 田村元秀著. -- 日本評論社, 2015. -- (新
天文学ライブラリー = New astronomy library ; 1). 情報

40
雪の結晶はなぜ六角形なのか / 小林禎作著. -- 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学
芸文庫 ; [コ39-1]). 情報

41
稼げる農業 : AIと人材がここまで変える / 日経ビジネス編. -- 日経BP社, 2017.

情報

42
『見える化』で切り拓く経営&育成改革 / 平栗裕規 [ほか] 編集. -- 産業開発機
構, 2016. -- (映像情報MOOK . スマート農業バイブル ; Part[1]). 情報

43
コンピュータ囲碁 : モンテカルロ法の理論と実践 / 松原仁編 ; 美添一樹, 山下宏
著. -- 共立出版, 2012. 情報

44
あなたの知らないところでソフトウェアは何をしているのか? : 映画やゲームのグ
ラフィックス、データ検索、暗号化、セキュリティー、データ圧縮、ルート探索…… 情報 システム

45
結び目の理論 / 河内明夫著. -- 共立出版, 2015. -- (共立講座 数学探検 ; 10).

情報 システム

46
複素数入門 / 野口潤次郎著. -- 共立出版, 2016. -- (共立講座 数学探検 ; 4).

情報 システム

47
線形代数とMathematica / 谷口義治, 永友清和著. -- 牧野書店, 2012. -- (数理
情報科学シリーズ ; 26). 情報 システム

48
インドラの真珠 : クラインの夢みた世界 / D.マンフォード, C.シリーズ, D.ライト著 ;
小森洋平訳. -- 日本評論社, 2013. 情報 システム

49
はじめての最適化 / 関口良行著. -- 近代科学社, 2014.

情報 システム

50
プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 : サービスの全体像からクラウド
ネイティブアプリケーション構築まで / 阿佐志保著 ; 中井悦司著・監修. -- 翔泳 情報処理C

51
これ1冊でわかる超伝導実用技術 / 未踏科学技術協会超伝導科学技術研究会
編著. -- 日刊工業新聞社, 2013. 電気

52
電気回路がよくわかる : 絵で見てなっとく! : ゼロから学んでスラスラ読める! / 藤
瀧和弘著. -- 技術評論社, 2011. 電気

53
はんだ付けの職人技 : 「電子工作」「電子機器修理」が、うまくなる / 野瀬昌治
著. -- 技術評論社, 2013. 電気

54
図でよくわかる電気基礎 / 安部則男, 近藤有三, 山本忠幸編. -- コロナ社,
2013. 電気電子

55
色素増感太陽電池の最新技術 = Recent advances in research and
development for dye-sensitized solar cells / 荒川裕則監修 ; 2. -- 普及版. -- 2 電気電子

56
色素増感太陽電池研究者のための色素データ集 / 堀内保, 藤沢潤一, 内田聡
著. -- シーエムシー出版, 2008. 電気電子

57
電子工作超ガイド : 唯一無二の回路&改造集 / ラジオライフ編集部編集. -- 三
才ブックス, 2017. 電気電子

58
地域振興に活かす自然エネルギー / 田畑保著. -- 筑波書房, 2014.

バイオ

59
商品から学ぶ化学の基礎 / 松田勝彦著. -- 化学同人, 2011.

バイオ

60
教養としての化学入門 : 未来の課題を解決するために / Kimberley Waldron著 ;
竹内敬人訳. -- 化学同人, 2016. バイオ

61
トコトンやさしい元素の本 / 石原顕光著. -- 日刊工業新聞社, 2017. -- (B&T
ブックス . 今日からモノ知りシリーズ). バイオ

62
温泉の科学 / 西川有司著. -- 日刊工業新聞社, 2017. -- (B&Tブックス . おもし
ろサイエンス). バイオ

63
バイオセンサーのはなし : 生体分子や細胞を用いた新しいバイオ計測法 / 軽部
征夫編著. -- 日刊工業新聞社, 2012. -- (Science and technology). バイオ

64
生物に学ぶイノベーション : 進化38億年の超技術 / 赤池学著. -- NHK出版,
2014. -- (NHK出版新書 ; 440). バイオ

65
アロマセラピーのための精油ハンドブック / 日本アロマセラピー学会編. -- 丸善
出版, 2016. バイオ

66
10年後、生き残る理系の条件 / 竹内健著. -- 朝日新聞出版, 2016.

バイオ

67
水の未来 : グローバルリスクと日本 / 沖大幹著. -- 岩波書店, 2016. -- (岩波新
書 ; 新赤版 1597). バイオ

68
トコトンやさしい有機ELの本 / 森竜雄著. -- 第2版. -- 日刊工業新聞社, 2015. -
- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ). バイオ
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69
トコトンやさしい形状記憶合金の本 / 形状記憶合金協会編著. -- 日刊工業新聞
社, 2016. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ). バイオ

70
トコトンやさしい蒸留の本 / 大江修造著. -- 日刊工業新聞社, 2015. -- (B&T
ブックス . 今日からモノ知りシリーズ). バイオ

71
トコトンやさしい染料・顔料の本 / 中澄博行, 福井寛著. -- 日刊工業新聞社,
2016. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ). バイオ

72
トコトンやさしい高分子の本 / 扇澤敏明 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2017. -
- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ). バイオ

73
大学発バイオベンチャー成功の条件 : 「鶴岡の奇蹟」と地域eco-system / 大滝
義博, 西澤昭夫編著. -- 創成社, 2014. バイオ

74
繊維の科学 / 日本繊維技術士センター編. -- 日刊工業新聞社, 2016. -- (B&T
ブックス . おもしろサイエンス). バイオ

75
自然が答えを持っている / 大村智著. -- 潮出版社, 2016.

バイオ

76
光化学のためのレーザー分光・非線形分光法 = Laser spectroscopy, nonlinear
spectroscopy / 山崎巌著. -- 講談社, 2013. マテリアル

77
ひとの暮らしと表面科学 / 日本表面科学会編. -- 共立出版, 2011. -- (現代表
面科学シリーズ / 日本表面科学会編 ; 5). マテリアル

78
キラル化学 : その起源から最新のキラル材料研究まで / 日本化学会編. -- 化
学同人, 2013. -- (CSJ Current Review ; 13). マテリアル

79
電気化学 : 基礎と応用 / K.B. Oldham, J.C. Myland, A.M. Bond著 ; 大坂武男 [ほ
か] 訳. -- 東京化学同人, 2015. マテリアル

80
分析化学の学び方 / 澁谷康彦, 森内隆代, 藤森啓一共著. -- 三共出版, 2014.

マテリアル

81
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
本化学会編著. -- 化学同人, 2012. -- (CSJ Current Review ; 09). マテリアル

82
わかりやすい真空技術 / 真空技術基礎講習会運営委員会編. -- 第3版. -- 日
刊工業新聞社, 2010. マテリアル

83
発光ダイオード / E.フレッド・シューベルト著 ; 八百隆文, 藤井克司, 神門賢二訳.
-- 朝倉書店, 2010. マテリアル

84
花火の事典 / 新井充監修. -- 東京堂出版, 2016.

マテリアル

85
知って納得!機械のしくみ / 森下信著 ; 日本機械学会編. -- 朝倉書店, 2014.

機械

86
雪の結晶図鑑 / 菊地勝弘, 梶川正弘著. -- 北海道新聞社, 2011.

社会環境

87
ゾンビ対数学 : 数学なしでは生き残れない / コリン・アダムズ著 ; 小谷太郎訳. -
- 技術評論社, 2018. 情報

88
心を交わす人工知能 : 言語・感情・倫理・ユーモア・常識 / 荒木健治 [ほか] 共
著. -- 森北出版, 2016. 情報

89
食と健康の一億年史 / スティーブン・レ著 ; 大沢章子訳. -- 亜紀書房, 2017.

バイオ

90
健康食品・サプリメント「成分」のすべて2017 : ナチュラルメディシン・データベー
ス / 日本医師会, 日本薬剤師会, 日本歯科医師会総監修 ; 田中平三 [ほか] 監 バイオ

91
ゲノム編集の基本原理と応用 : ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9 / 山本卓著. -- 裳
華房, 2018. バイオ

92
よくわかる水素技術. -- 日本工業出版, 2008. -- (初歩と実用シリーズ).

93
小型モーターのしくみ : 基礎知識の習得から回路設計の実務まで : 新時代のメ
カトロニクスを拓く / 谷腰欣司著. -- 電波新聞社, 2004.

94
フィールドの天気がわかる本 : 天気図と空模様から天候の変化を読み取る / 武
田康男監修. -- 地球丸, 2016. -- (New outdoor handbook ; 11).

95
文系でもわかる電気回路 / 山下明著. -- 翔泳社, 2014.

96
トコトンやさしい電気化学の本 / 石原顕光著. -- 日刊工業新聞社, 2015. --
(B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ).

97
トコトンやさしいレーザの本 / 小林春洋著. -- 日刊工業新聞社, 2002. -- (B&T
ブックス . 今日からモノ知りシリーズ).

98
イラスト・図解先端テクノロジーのしくみがよくわかる本 : ICタグから、燃料電池、
有機ELまで / 瀧澤美奈子著. -- 技術評論社, 2006.

99
イラスト・図解燃料電池のしくみがわかる本 : 発電のしくみ/改質プロセス/燃料
電池自動車/身近な応用を解説 / 本間琢也, 高木靖雄, 梅田実著. -- 技術評論

100
よくわかるエコ・デバイスのできるまで : 「照明用LED/EL、バックライト光源、太陽
電池」の「できるまで」をこれ1冊で網羅! / 鈴木八十二編著. -- 日刊工業新聞社,


