
平成１３年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　 　　 　　　名 著者名 出版社
出版
年

理工系の基礎数学 微分積分 薩摩 順吉 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 線形代数 藤原 毅夫 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 常微分方程式 稲見 武夫 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 偏微分方程式 及川 正行 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 複素関数 松田 哲 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 フーリエ解析 福田 礼次郎 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学確率・統計 確率・統計 柴田 文明 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 数値計算 高橋 大輔 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 群と表現 吉川 圭二 著 岩波書店 2001

理工系の基礎数学 微分・位相幾何 和達 三樹 著 岩波書店 2001

シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-1 電子と生命 新しいバイオ
エナジェティックスの展開

垣谷 俊昭 三室 守 担当
編集委員

共立出版 2000

シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-2 水と生命 熱力学から生理
学へ

永山 國昭 担当編集委員 共立出版 2001

シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-3 ポンプとトランスポータ
ー

平田 肇 茂木 立志 担当
編集

共立出版 2001

シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-4 生体膜のダイナミクス
八田 一郎 村田 昌之 担
当編集委員

共立出版 2000

シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-5 細胞のかたちと運動
宝谷 紘一 神谷 律 担当
編集委員

共立出版 2000

シリーズ・ニューバイオフィジックス 2-6 生物の形づくりの数理と
物理

本多久夫 担当編集委員 共立出版 2000

シリーズ・ニューバイオフィジックス ２-７ 複雑系のバイオフィジ
ックス

金子邦彦担当編集委員 共立出版 2001

被災地の叫び 雲仙普賢岳噴火 地球タイムス 編 地球タイムス 2001

被災地の叫び 北海道南西沖地震 有珠山噴火 地球タイムス 編 地球タイムス 2001

被災地の叫び 阪神淡路大震災 地球タイムス 編 地球タイムス 2001

世界史アトラス J Black 牧人舎 訳 集英社 2001

バイオメカニクス 生体力学の原理と応用 N�zkaya
エヌ・ティ
ー・エス

2001

グラフィック日本列島の20億年
白尾 元理 写真 小疇 尚
他解説

岩波書店 2001

エンジニアリング トゥモロー
T E Bell 江崎 玲於奈 監
訳

オーム社 2001

移動通信ハンドブック 新版
齊藤 忠夫 立川 敬二 共
編

オーム社 2001

映像情報メディア学会



映像情報メディアハンドブック 編 オーム社 2001

マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版
マグローヒル科学技術
用語大辞典

日刊工業新聞
社

2001

電子情報通信用語辞典 改訂 電子情報通信学会 編 コロナ社 2001

セルロースの事典 セルロース学会 編 朝倉書店 2001

情報技術用語大事典 相磯 秀 監修 オーム社 2001

健康・福祉工学ガイドブック 山越 憲一 編著 工業調査会 2001

Engineering elecromagnetics N Ida Springer 2001

平成１２年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　名 著者名 出版社
出版
年

カラー表現による可視化技術 谷田 好通 監修
フジ・テクノシス
テム

1996

画像処理産業応用総覧 上 基礎・システム技術編 江尻 正員 監修
フジ・テクノシス
テム

1995

画像処理産業応用総覧 下 応用技術編 江尻 正員 監修
フジ・テクノシス
テム

1995

高分子材料大百科 栗原 福次 著 日刊工業新聞社 1999

コンパイラの構成と最適化 中田 育男 著 朝倉書店 1999

岩波講座地球環境学 １ 現代科学技術と地球環境学 高橋 裕 他編 岩波書店 1999

岩波講座地球環境学 ２ 地球環境とアジア 安成 哲三 他編 岩波書店 2000

岩波講座地球環境学 ３ 大気環境の変化 安成 哲三 他編 岩波書店 2000

岩波講座地球環境学 ４ 水・物質循環系の変化 和田 英太郎 他編 岩波書店 1999

岩波講座地球環境学 ５ 生物多様性とその保全 井上 民二 他編 岩波書店 1999

岩波講座地球環境学 ６ 生物資源の持続的利用 武内 和彦 他編 岩波書店 1999

岩波講座地球環境学 ７ 水循環と流域環境 高橋 裕 他編 岩波書店 1999

岩波講座地球環境学 ８ 地球環境と巨大都市 武内 和彦 他編 岩波書店 1998

岩波講座地球環境学 ９ 地球システムを支える２１世紀型
科学技術

高橋 裕 他編 岩波書店 1998

岩波講座地球環境学 １０ 持続可能な社会システム 内藤 正明 他編 岩波書店 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 アメリカ 亀井 俊介 監修 新潮社 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 スペイン 増田 義郎 監修 新潮社 2000

読んで旅する世界の歴史と文化 イギリス 小池 滋 監修 新潮社 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 ドイツ 池内 紀 監修 新潮社 1998

読んで旅する世界の歴史と文化 フランス 清水 徹 他監修 新潮社 2000

読んで旅する世界の歴史と文化 イタリア 河島 英昭 監修 新潮社 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 インド 辛島 昇 監修 新潮社 2000



読んで旅する世界の歴史と文化 韓国 金 両基 監修 新潮社 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 中国 陳 舜臣 他監修 新潮社 1998

読んで旅する世界の歴史と文化 ロシア 原 卓也 監修 新潮社 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 オーストリア 池内 紀 監修 新潮社 2000

読んで旅する世界の歴史と文化 オランダ・ベルギー 栗原 福也 監修 新潮社 2000

読んで旅する世界の歴史と文化 ギリシア 西村 太良 監修 新潮社 1995

読んで旅する世界の歴史と文化 中欧 沼野 充義 監修 新潮社 1999

読んで旅する世界の歴史と文化 北欧 百瀬 宏 他監修 新潮社 1997

読んで旅する世界の歴史と文化 エジプト 鈴木 八司 監修 新潮社 1999

エネルギー活用事典
エネルギー活用事典編集委員
会編

産業調査会 1999

平成１１年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　名 著者名 出版社
出版
年

機械・構造物の破損事例と解析技術 技術資料 日本機械学会 著
日本機械
学会

1998

機械工学事典 日本機械学会創立１００周年記念 日本機械学会 著
日本機械
学会

1997

阪神・淡路大震災調査報告 機械編 機械設備の被害 阪神・淡路大震災調査報告編集委
日本機械
学会

1998

阪神・淡路大震災での機械設備の被害調査写真集 日本機械学会 著
日本機械
学会

1996

デザインウェーブマガジン １ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1996

デザインウェーブマガジン ２ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1996

デザインウェーブマガジン ３ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1996

デザインウェーブマガジン ４ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1996

デザインウェーブマガジン ５ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1996

デザインウェーブマガジン ６ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1996

デザインウェーブマガジン ７ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1997

デザインウェーブマガジン ８ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1997

デザインウェーブマガジン ９ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1997

デザインウェーブマガジン１０ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1997

デザインウェーブマガジン１１ 増田 久喜 編 ＣＱ出版 1997

デザインウェーブマガジン１２ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1997

デザインウェーブマガジン１３ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1998

デザインウェーブマガジン１４ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1998

デザインウェーブマガジン１５ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1998



デザインウェーブマガジン１６ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1998

デザインウェーブマガジン１７ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1998

デザインウェーブマガジン１８ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1998

デザインウェーブマガジン１９ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1999

デザインウェーブマガジン２０ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1999

デザインウェーブマガジン２１ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1999

デザインウェーブマガジン２２ 山本 潔 編 ＣＱ出版 1999

化学工学便覧 改訂６版 化学工学会 編 丸善 1999

ブラウン基本有機化学
W H Brown　　　　　　　　　 池田 正
澄 他監訳 廣川書店 1999

ＣＯ2・リサイクル対策総覧 技術編 山中 唯義 編
マイガイ
ア

1998

有機化合物スペクトルデータ集 １１版 中西 香爾 他訳 講談社 1999

阪神・淡路大震災調査報告 共通編 ３ 都市安全システム
の機能と体制

阪神・淡路大震災調査報告編集委
日本建築
学会

1999

阪神・淡路大震災調査報告 土木建造物の被害原因の分
析 他

阪神・淡路大震災調査報告編集委
日本土木
学会

1999

土木用語大辞典 土木学会 編
技報堂出
版

1999

医療スタッフのための英会話ハンドブック 付録ＣＤ４
枚

L J Link 著　 　　　　　　　　　村瀬
忠 著

研究社出
版

1999

数学ハンドブック
I N Bronstein 他著 　　　　宮本 敏雄 訳
編

森北出版 1998

平成１０年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　名 著者名 出版社
出版
年

アドバンストエレクトロニクス １－ １ Ⅲ－Ｖ族化合物半導
体

赤崎 勇 編著 培風館 1998

アドバンストエレクトロニクス １－ ２ アモルファス半導体 清水 立生 編著 培風館 1994

アドバンストエレクトロニクス １－ ３ 太陽エネルギー工学
浜川 圭弘 編　　　　　　 桑野 幸
徳 編

培風館 1995

アドバンストエレクトロニクス １－ ４ バルク結晶成長技術 干川 圭吾 編著 培風館 1994

アドバンストエレクトロニクス １－ ５ シリコン 阿部 孝夫 著 培風館 1997

アドバンストエレクトロニクス １－ ６ アドバンスト・マグ
ネティクス

内山 晉 編著 培風館 1994

アドバンストエレクトロニクス １－ ７ マイクログラビティ 石川 正道 著 培風館 1994

アドバンストエレクトロニクス １－ ８ 量子光学の基礎
山本 喜久 著　　　　　　　 渡部

培風館 1994



仁貴 著

アドバンストエレクトロニクス １－ ９ 超ＬＳＩメモリ 伊藤 清男 著 培風館 1998

アドバンストエレクトロニクス １－１０ 分子線エピタキシ
ー

権田 俊一 編著 培風館 1994

アドバンストエレクトロニクス １－１１ 金属電子材料 梅田 高照 編 培風館 1995

アドバンストエレクトロニクス １－１２ 非線形量子光学 花村 栄一 著 培風館 1995

アドバンストエレクトロニクス １－１３ 高温超電導体の物
性

内野倉 国光 他著 培風館 1995

アドバンストエレクトロニクス １－１４ 光学結晶 宮澤 信太郎 著 培風館 1995

アドバンストエレクトロニクス １－１５ ウルトラクリーン
ＵＬＳＩ技術 大見 忠弘 著 培風館 1995

アドバンストエレクトロニクス １－１６ 光ファイバとファ
イバ形デバイ

川上 彰二郎 他著 培風館 1996

アドバンストエレクトロニクス １－１８ 結晶成長の基礎 西永 頌 編著 培風館 1997

新生化学実験講座 １ タンパク質 １ 分離・精製・性質 日本生化学会 編
東京化学同
人

1997

新生化学実験講座 １ タンパク質 ２ 一次構造 日本生化学会 編
東京化学同
人

1993

新生化学実験講座 １ タンパク質 ３ 高次構造 日本生化学会 編
東京化学同
人

1990

新生化学実験講座 １ タンパク質 ４ 構造機能相関 日本生化学会 編
東京化学同
人

1991

新生化学実験講座 １ タンパク質 ５ 酵素・その他の機能タ
ンパク質

日本生化学会 編
東京化学同
人

1991

新生化学実験講座 １ タンパク質 ６ 合成および発現 日本生化学会 編
東京化学同
人

1992

新生化学実験講座 １ タンパク質 ７ タンパク質工学 日本生化学会 編
東京化学同
人

1993

新生化学実験講座 ２ 核酸 １ 分離精製 日本生化学会 編
東京化学同
人

1991

新生化学実験講座 ２ 核酸 ２ 構造と性質 日本生化学会 編
東京化学同
人

1991

新生化学実験講座 ２ 核酸 ３ 組換えＤＮＡ技術 日本生化学会 編
東京化学同
人

1992

新生化学実験講座 ２ 核酸 ４ 遺伝子の複製と発現 日本生化学会 編
東京化学同
人

1993

新生化学実験講座 ２ 核酸 ５ 細胞工学的技術 日本生化学会 編
東京化学同
人

1993

新生化学実験講座 ３ 糖質 １ 糖タンパク質 上 日本生化学会 編 東京化学同
人

1990

新生化学実験講座 ３ 糖質 １ 糖タンパク質 下 日本生化学会 編
東京化学同

1990



人

新生化学実験講座 ３ 糖質 ２ プロテオグリカンとグリコサ
ミノグリ

日本生化学会 編
東京化学同
人

1991

乱流の数値流体力学 モデルと計算法 大宮寺 久明 他編
東京大学出
版会

1998

流体解析ハンドブック 中村 育雄 著 共立出版 1998

流体力学ハンドブック 第２版 日本流体力学会 編 丸善 1998

ユネスコ世界遺産 １ 北アメリカ 講談社 編 講談社 1998

ユネスコ世界遺産 ２ 中央・南アメリカ 講談社 編 講談社 1997

ユネスコ世界遺産 ３ 西アジア 講談社 編 講談社 1998

ユネスコ世界遺産 ４ 東アジア・ロシア 講談社 編 講談社 1998

ユネスコ世界遺産 ５ インド亜大陸 講談社 編 講談社 1997

ユネスコ世界遺産 ６ 東南アジア・オセアニア 講談社 編 講談社 1997

ユネスコ世界遺産 ７ 北・中央ヨーロッパ 講談社 編 講談社 1997

ユネスコ世界遺産 ８ 西ヨーロッパ 講談社 編 講談社 1997

ユネスコ世界遺産 ９ 東南ヨーロッパ 講談社 編 講談社 1997

ユネスコ世界遺産 １０ 南ヨーロッパ 講談社 編 講談社
1996

ユネスコ世界遺産 １１ 北・西アフリカ 講談社 編 講談社 1998

ユネスコ世界遺産 １２ 南アフリカ 講談社 編 講談社 1997

岩波理化学辞典 第５版 長倉 三郎 他編 講談社 1998

平成９年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　　　　　　
　名

著者名 出版社
出版
年

ロボット工学ハンドブック 日本ロボット学会 編 コロナ社 1995

精密工作便覧 新版 精密工学会 編 コロナ社 1992

パワーデバイス・パワーＩＣハンドブック 電気学会 編 コロナ社 1996

先端デバイス材料ハンドブック 電子情報通信学会 編 オーム社 1993

画像電子ハンドブック 新版 画像電子学会 編 コロナ社 1993

ソフトウェア工学ハンドブック 榎本 肇 編 オーム社 1990

人工知能ハンドブック 人工知能学会 編 オーム社 1990

生体時系列データ解析の新展開
笠貫 宏 編 　　　　　　　　大友 詔
雄 編

北海道大学図書刊行
会

1996

実用新素材技術便覧 実用ニューマテリアル研究会 編 通産資料調査会 1996

土木工学ハンドブック １ 第４版 土木学会 編 技報堂出版 1993

土木工学ハンドブック ２ 第４版 土木学会 編 技報堂出版 1993

現代数理科学事典 広中 平祐 他編 大阪書籍 1994



平成８年度受入
　　　　　　　　　　　　書　　　　　　
　　　名

著者名 出版社
出版
年

図解電気の大百科 曽根 悟 他監修 オーム社 1995

図解電気工学事典 岩本 洋 編 朝倉書店 1995

移動通信ハンドブック
斉藤 忠夫 編 　　　　　　　立川 敬
二 編

オーム社 1995

学術用語集 電気工学編 増訂２版 文部省 編 電気学会 1995

大電流工学ハンドブック 電気学会大電流応用技術調査専門 コロナ社 1992

数学的基礎とデータ構造 T H Cormen 他 浅野 哲夫 他訳 近代科学社
1995

アルゴリズムの設計と解析手法
T H Cormen 他　　　　　　 浅野 哲夫
他訳

近代科学社 1995

精選トピックス
T H Cormen 他 　　　　　　浅野 哲夫
他訳

近代科学社 1995

計算機アーキテクチャと構成方式 中沢 喜三郎 著 朝倉書店 1995

電子情報通信英和・和英辞典
平山 博 編 　　　　　　　　　氏家
理央 編

共立出版 1996

音声認識の基礎 上
L Rabiner 他 　　　　　　　　　古井
貞煕 訳

ＮＴＴアドバンステクノ
ロジ

1995

音声認識の基礎 下
L Rabiner 他 　　　　　　　　　古井
貞煕 訳

ＮＴＴアドバンステクノ
ロジ

1995

ケミカルエンジニアリング 夢を実現する工
学

橋本 健治 編 培風館 1995

試験管からプラントまで プロセス開発の魅
力

高塚 透 他著 培風館 1996

反応工学 反応装置から地球まで 小宮山 宏 著 培風館 1996

原子・分子で理解する固体表面現象 小宮山 政晴 他著 培風館 1996

分離 物質の分け方・分かれ方 相良 絋 他著 培風館 1995

拡散と移動現象 宝沢 光紀 他著 培風館 1996

熱力学 基本の理解と応用 石田 愈 著 培風館 1995

エネルギー・資源・リサイクル
亀山 秀雄 著　　　　　　　 小島 紀
徳 著

培風館 1996

私たちのエネルギー 現在と未来 内山 洋司 著 培風館 1996

地球環境問題に挑戦する
黒田 千秋 編 　　　　　　　　宝田
恭之 編

培風館 1996

廃棄物工学 リサイクル社会を創るために
久保田 宏 著　　　　　　　　 松田
智 著

培風館 1995

超ＬＳＩプロセシング
菅原 活郎 著　　　　　　　　 福田

培風館 1995



宏 著

メディカルテクノロジーへの招待
海野 肇 編　　　　　　　　　 酒井
清孝 編

培風館 1995

次世代の化学プラント プロセスシステム工
学入門

梅田 富雄 著 培風館 1995

バイオプロセスの魅力 小林 猛 著 培風館 1996

微生物学辞典 日本微生物学協会 編 技報堂出版 1992

化学防災指針集成 １ 物質編 ２ データ・取
扱編

日本化学会 編 丸善 1996

薄膜作製応用ハンドブック 多賀 康訓 他編 エヌ・テー・エス 1995

船舶・海洋構造物の耐波理論
高木 又男 著 　　　　　　　新井 信
一 著

成山堂書店 1996

海洋波の物理 光易 恒 著 岩波書店 1995

金属電子論 特にフェルミ面・その不安定性
と諸現象

間瀬 正一 著 養賢堂 1996

計測制御技術事典 計測自動制御学会 編 丸善 1995

平成７年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　名 著者名 出版社
出版
年

細胞の分子生物学 第３版
B Alberts 　　　　　　　　　　　中村
桂子 他訳

教育社 1995

高性能液状ポリマー材料 高分子学会 編 丸善 1990

高性能芳香族系高分子材料 高分子学会 編 丸善 1990

高性能ポリマーアロイ 高分子学会 編 丸善 1994

高性能高分子系複合材料 高分子学会 編 丸善 1990

電池便覧 増補版 電池便覧編集委員会 編 丸善 1995

プログラミングの方法 長尾 真 他編 岩波書店 1994

アルゴリズムとデータ構造 長尾 真 他編 岩波書店 1995

プログラミング言語 長尾 真 他編 岩波書店 1994

プログラミング言語処理系 長尾 真 他編 岩波書店 1995

オペレーティングシステム 長尾 真 他編 岩波書店 1994

ソフトウェア実行／開発環境 長尾 真 他編 岩波書店 1992

記号処理プログラミング 長尾 真 他編 岩波書店 1994

数値処理プログラミング 長尾 真 他編 岩波書店 1994

グラフィックスとマンマシンシステム 長尾 真 他編 岩波書店 1995

ソフトウェア科学のための論理学 長尾 真 他編 岩波書店 1995

計算モデルの基礎理論 長尾 真 他編 岩波書店 1994

プログラムの基礎理論 長尾 真 他編 岩波書店 1991



知識と推論 長尾 真 他編 岩波書店 1994

自然言語処理 長尾 真 他編 岩波書店 1996

認識と学習 長尾 真 他編 岩波書店 1995

モデルと表現 長尾 真 他編 岩波書店 1992

コンピュータ基礎理論ハンドブック １ アルゴリズ
ムと複雑さ

J Leeuwen　　　　　　　　　 広瀬 健 他
監訳

丸善 1994

コンピュータ基礎理論ハンドブック ２ 形式的モデ
ルと意味論

J Leeuwen　　　　　　　　　 広瀬 健 他
監訳

丸善 1994

水素エネルギー最先端技術 太田 時男 監修 Ｎ・Ｔ・Ｓ 1995

天文の辞典 堀 源一郎 他編 朝倉書店 1995

ゆらぎの科学 １ 武者 利光 編 森北出版 1992

ゆらぎの科学 ２ 武者 利光 編 森北出版 1992

ゆらぎの科学 ３ 武者 利光 編 森北出版 1994

ゆらぎの科学 ４ 武者 利光 編 森北出版 1994

学術用語集 土木工学編 増訂版 文部省 編 土木学会 1991

エンジニア・エコノミスト フランス公共経済学の
成立

栗田 啓子 著
東京大学出版
会

1992

Power Electronics 2nd ed N Mohan et al John Wiley &
Sons 1995

平成６年度受入

　　　　　　　　　　　　書　　　　　　　　　名 著者名 出版社
出版
年

機械工学便覧 基礎編 Ａ１・２ 単位および物理定数 数学 日本機械学会 編 日本機械学会 1991

機械工学便覧 基礎編 Ａ３ 力学・機械力学 日本機械学会 編 日本機械学会 1990

機械工学便覧 基礎編 Ａ４ 材料力学 新版 日本機械学会 編 日本機械学会 1992

機械工学便覧 基礎編 Ａ５ 流体工学 日本機械学会 編 日本機械学会 1992

機械工学便覧 基礎編 Ａ６ 熱工学 日本機械学会 編 日本機械学会

機械工学便覧 基礎編 Ａ７ システム理論 計測・制御・管理
工学

日本機械学会 編 日本機械学会 1986

機械工学便覧 基礎編 Ａ８ 電気工学 日本機械学会 編 日本機械学会 1986

機械工学便覧 応用編 Ｂ１ 機械要素設計・トライボロジー 日本機械学会 編 日本機械学会 1992

機械工学便覧 応用編 Ｂ２ 加工学・加工機器 日本機械学会 編 日本機械学会 1992

機械工学便覧 応用編 Ｂ３ 計測と制御 日本機械学会 編 日本機械学会 1990

機械工学便覧 応用編 Ｂ４ 材料学・工業材料 日本機械学会 編 日本機械学会 1990

機械工学便覧 応用編 Ｂ５ 流体機器 日本機械学会 編 日本機械学会 1991

機械工学便覧 応用編 Ｂ６ 動力プラント 日本機械学会 編 日本機械学会 1989

機械工学便覧 応用編 Ｂ７ 内熱機関 日本機械学会 編 日本機械学会 1991



機械工学便覧 応用編 Ｂ８ 熱交換器・空気調和・冷凍 日本機械学会 編 日本機械学会 1989

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ１ 産業機械・装置 日本機械学会 編 日本機械学会 1991

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ２ 交通 日本機械学会 編 日本機械学会 1991

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ３ 運搬機械 日本機械学会 編 日本機械学会 1991

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ４ メカトロニクス 日本機械学会 編 日本機械学会 1990

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ５ 情報機器・システ
ム

日本機械学会 編 日本機械学会 1989

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ６ バイオテクノロジ
ー・メディカル エンジニアリング

日本機械学会 編 日本機械学会 1988

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ７ エネルギー機器・
システム

日本機械学会 編 日本機械学会 1988

機械工学便覧 エンジニアリング編 Ｃ８ 環境装置 日本機械学会 編 日本機械学会 1989

光工学ハンドブック 小瀬 輝次 他編 朝倉書店 1992

原子吸光分析法 鈴木 正巳 著 共立出版
1992

核磁気共鳴分光法 山崎 昶 著 共立出版 1992

蛍光・りん光分析法
西川 泰治 著　　　　　　　 平木
敬三 著

共立出版 1993

薄層クロマトグラフ法
滝谷 昭司 著 　　　　　　　鈴木
政雄 著

共立出版 1991

電子顕微鏡分析法 滝山 一善 著 共立出版 1991

ガスクロマトグラフ法 小島 次雄 他著 共立出版 1993

放射化分析法 ・ＰＩＸＥ分析法
橋本 芳一 著 　　　　　　　大歳
恒彦 著

共立出版 1986

高速液体クロマトグラフ法 石井 大道 他著 共立出版 1992

Ｘ線分析法 大野 勝美 他著 共立出版 1991

電気分析法 電解分析・ボルタンメトリー
鈴木 繁喬 著　　　　　　　 吉森
孝良 著

共立出版 1987

ＩＣＰ発光分析法 原口 紘き 他著 共立出版 1991

イオンクロマトグラフィー 及川 紀久雄 他著 共立出版 1991

フローインジェクション分析法 黒田 六郎 他著 共立出版 1990

赤外分光法
田中 誠之 著　　　　　　　　　
寺前 紀夫 著

共立出版 1993

マグローヒル科学技術用語大辞典 第２版
S P Parker 　　　　　　　　　　
　　神保 元二 監訳

日刊工業新聞
社

1992

分子生物学 上 ２版
D M Freifelder 　　　　　　　　
　　志村 令郎 他訳

化学同人 1989

分子生物学 下 ２版
D M Freifelder　　　　　　　　
　　 志村 令郎 他訳

化学同人 1989

Open-Channel Hydraulics V T Chow McGraw-Hill 1973
Water and Wastewater Engineering Vol.1 Water Supply and John Wiley &



Wastewater G M Fair et al Sons 1966

Water and Wastewater Engineering Vol.2 Water Purification and
Wastew G M Fair et al John Wiley &

Sons 1968

Reinforced Concrele Fundamentals 4th ed P M Ferguson et al John Wiley &
Sons 1988

Design of Steel Slruclures 3rd ed E H Gaylord et al McGraw-Hill 1992

Soil Mechanics SI Version T W Lambe R V Whitman John Wiley &
Sons 1979

Structural Steelwork 2nd ed Design to Limit State Theory T J MacGinley T C Ang Butterworrh-
Heinemann 1992

Design of Prestressed Concrete 2nd ed A H Nilson John Wiley &
Sons 1987

Reinforced Concrete Structures R Park T Paulay John Wiley &
Sons 1975

Theory of Simple Structures 2nd ed T C Shedd J Vawter John Wiley &
Sons 1941

Soil Mechanics in Engineering Practice 2nd ed K Terzaghi R B Peck John Wiley &
Sons 1967

Theory of Structures 2nd ed S P Timoshenko D H Young McGraw-Hill 1965

Highway Engineering 5nd ed P H Wright R J Paquette John Wiley &
Sons 1987

Earthquake-Resistant Limit-State Design for Buildings H Akiyama University of
Tokyo press 1985

Nearshore Dynamics and Coastal Drocesses K Horikawa University of
Tokyo press 1988

Introduction to Earthquake Engineering 2nd ed S Okamoto University of
Tokyo press 1984

計算モデルの基礎理論 井田 哲雄 著 岩波書店 1994


