
新着電子ブック 2021.4.30　東京工業大学附属図書館

書名 著編者名 出版社名 冊子版ISBN 電子版ISBN 出版年 URL

1
異常検知と変化検知 = Anomaly detection and change detection （MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ）

井手剛 講談社 9784061529083 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028311

2
ウェブデータの機械学習 = Machine learning of web data （MLP機械学習プロフェッショ
ナルシリーズ）

ダヌシカ・ボレガラ 講談社 9784061529182 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080936

3 音声認識 （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 篠田浩一 講談社 9784061529274 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080945

4
オンライン機械学習 = Online machine learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

海野裕也 講談社 9784061529038 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028183

5 オンライン予測 = Online prediction （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 畑埜晃平 講談社 9784061529229 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080933

6 確率的最適化 = Stochastic optimization （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 鈴木大慈 講談社 9784061529076 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028335

7
関係データ学習 = Learning from relational data （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

石黒勝彦 講談社 9784061529212 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080934

8 画像認識 = Image recognition （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 原田達也 講談社 9784061529120 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080930

9
機械学習のための確率と統計 = Probability and statistics for machine learning （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

杉山将 講談社 9784061529014 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028344

10
機械学習のための連続最適化 = Continuous optimization for machine learning （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

金森敬文 講談社 9784061529205 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080932

11 グラフィカルモデル = Graphical models （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 渡辺有祐 講談社 9784061529168 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080938

12
サポートベクトルマシン = Support vector machine （MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ）

竹内一郎 講談社 9784061529069 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028192

13
深層学習による自然言語処理 = Natural language processing by deep learning （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

坪井祐太 講談社 9784061529243 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080929

14
スパース性に基づく機械学習 = Machine learning with sparsity inducing regularizations
（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

冨岡亮太 講談社 9784061529106 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080942

15
生命情報処理における機械学習 = Machine learning in bioinformatics ―多重検定と推
定量設計―（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

瀬々潤 講談社 9784061529113 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080943

16
データ解析におけるプライバシー保護 = Privacy preservation in data analytics （MLP機
械学習プロフェッショナルシリーズ）

佐久間淳 講談社 9784061529199 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080935

17 統計的因果探索 = Causal discovery （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 清水昌平 講談社 9784061529250 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080931

18
統計的学習理論 = Statistical learning theory （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

金森敬文 講談社 9784061529052 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028501

19 トピックモデル = Topic models （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 岩田具治 講談社 9784061529045 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028228

20
ノンパラメトリックベイズ = Bayesian nonparametrics ―点過程と統計的機械学習の数理
―（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

佐藤一誠 講談社 9784061529151 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080940

21
バンディット問題の理論とアルゴリズム = Theory and algorithms for bandit problems
（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

本多淳也 講談社 9784061529175 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080937

22
ヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシング = Human computation and
crowdsourcing （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

鹿島久嗣 講談社 9784061529137 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080939

23
変分ベイズ学習 = Variational bayesian learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

中島伸一 講談社 9784061529144 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080941

24
劣モジュラ最適化と機械学習 = Machine learning with submodular functions （MLP機械
学習プロフェッショナルシリーズ）

河原吉伸 講談社 9784061529090 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080944

25
Python機械学習 ―事例とベストプラクティス : 基本実装とscikit-
learn/TensorFlow/PySpark活用―

Yuxi(Hayden) Liu 朝倉書店 9784254122442 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099294

26 しくみがわかる深層学習 手塚太郎 朝倉書店 9784254122381 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076056

27 デスクトップLinuxで学ぶコンピュータ・リテラシー 第2版
九州工業大学情報科学
センター

朝倉書店 9784254122312 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074413

28 理科系のための入門英語論文ライティング 改訂版 廣岡慶彦 朝倉書店 9784254102918 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099291

29 多変数解析関数論 ―学部生へおくる岡の連接定理―第2版 野口潤次郎 朝倉書店 9784254111576 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092929

30 可積分系の数理 （解析学百科 2） 中村佳正 朝倉書店 9784254117271 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072727

31 幾何解析 （幾何学百科 2） 酒井隆 朝倉書店 9784254116175 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081749

32 しくみがわかるベイズ統計と機械学習 手塚太郎 朝倉書店 9784254122398 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095960

33 Mplusによる発展的分析 （Rで学ぶマルチレベルモデル 実践編） 尾崎幸謙 朝倉書店 9784254122374 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089036
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34 基本モデルの考え方と分析 （Rで学ぶマルチレベルモデル 入門編） 尾崎幸謙 朝倉書店 9784254122367 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077951

35 数理計画入門 新版 福島雅夫 朝倉書店 9784254280043 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095725

36 物理学者、機械学習を使う ―機械学習・深層学習の物理学への応用― 橋本幸士 朝倉書店 9784254131291 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094782

37 工学のための物理数学 田村篤敬 朝倉書店 9784254201680 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094785

38 秘伝の微積物理 青山均 朝倉書店 9784254131260 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089487

39 力学 発展編 （物理学基礎 2） 滝川昇 朝倉書店 9784254138122 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077954

40 力学 入門編 （物理学基礎 1） 滝川昇 朝倉書店 9784254138115 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077953

41 フーリエ熱の解析的理論 フーリエ 朝倉書店 9784254111569 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094781

42 初歩の相対論から入る電磁気学 （シリーズ「これからの基礎物理学」 3） 米谷民明 朝倉書店 9784254137194 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083805

43 超伝導 （朝倉物理学大系 22） 高田康民 朝倉書店 9784254136920 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087266

44 有機化学 （国際化学オリンピックに挑戦! 4） 米澤宣行 朝倉書店 9784254146844 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089491

45 人類は宇宙をどう見てきたか （シリーズ宇宙総合学 2） 伊藤和行 朝倉書店 9784254155228 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095962

46 人類はなぜ宇宙へ行くのか （シリーズ宇宙総合学 3） 土山明 朝倉書店 9784254155235 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095963

47 相対論と宇宙の事典 安東正樹 朝倉書店 9784254131284 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096114

48 気象防災の知識と実践 （気象学ライブラリー 1） 牧原康隆 朝倉書店 9784254169416 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098344

49 大気生物学入門 川島茂人 朝倉書店 9784254171709 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094783

50 図説日本の温泉 ―170温泉のサイエンス― 日本温泉科学会 朝倉書店 9784254160758 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099295

51 鉱物・宝石の科学事典 日本鉱物科学会 朝倉書店 9784254162769 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083807

52 エネルギー・リスクマネジメントの数理モデル （確率工学シリーズ 2） 田中誠 朝倉書店 9784254275728 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081750

53 信頼性の数理モデル （確率工学シリーズ 3） 兼清泰明 朝倉書店 9784254275735 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086463

54 地盤と地盤震動 ―観測から数値解析まで― 盛川仁 朝倉書店 9784254261721 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091693

55 空間解析入門 ―都市を測る・都市がわかる― 貞広幸雄 朝倉書店 9784254163568 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076816

56 大気環境の事典 大気環境学会 朝倉書店 9784254180541 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083808

57 機械材料学 第2版 平川賢爾 朝倉書店 9784254231465 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078518

58 電波伝搬 （電波工学基礎シリーズ 2） 岩井誠人 朝倉書店 9784254222159 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085375

59 システム同定 ―部分空間法からのアプローチ―新版 片山徹 朝倉書店 9784254201666 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077956

60 リンのはなし ―生命現象から資源・環境問題まで― 大竹久夫 朝倉書店 9784254141078 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096112

61 実験 （国際化学オリンピックに挑戦! 5） 前山勝也 朝倉書店 9784254146851 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089492

62 基礎 （国際化学オリンピックに挑戦! 1） 米澤宣行 朝倉書店 9784254146813 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089488

63 無機化学・分析化学 （国際化学オリンピックに挑戦! 2） 米澤宣行 朝倉書店 9784254146820 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089489

64 物理化学 （国際化学オリンピックに挑戦! 3） 中村朝夫 朝倉書店 9784254146837 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089490

65 宇宙物理学ハンドブック 高原文郎 朝倉書店 9784254131277 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091692

66 人類が生きる場所としての宇宙 （シリーズ宇宙総合学 1） 磯部洋明 朝倉書店 9784254155211 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095961

67 宇宙にひろがる文明 （シリーズ宇宙総合学 4） 嶺重慎 朝倉書店 9784254155242 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095964

68 ラプラス変換とフーリエ解析要論 第2版 田代嘉宏 森北出版 9784627026131 9784627302013 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001017

69 確率・統計 第2版(工科の数学) 田代嘉宏 森北出版 9784627049420 9784627302112 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001018

70 基礎数学(工学系数学テキストシリーズ) 工学系数学教材研究会 森北出版 9784627057111 9784627302310 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001020

71 微分積分(工学系数学テキストシリーズ) 工学系数学教材研究会 森北出版 9784627057210 9784627302419 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001021

72 線形代数(工学系数学テキストシリーズ) 工学系数学教材研究会 森北出版 9784627057319 9784627311213 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001022

73 応用数学(工学系数学テキストシリーズ) 工学系数学教材研究会 森北出版 9784627057418 9784627311312 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001023

74 例題と演習でわかる離散数学 加納幹雄 森北出版 9784627061514 9784627302518 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001025

75 例題で学ぶ集合と論理 鈴木登志雄 森北出版 9784627061910 9784627311510 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001027

76 工学系学生のための複素関数攻略への一本道 板垣正文 森北出版 9784627076419 9784627311619 2009 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001029

77 基礎からの微分方程式～実例でよくわかる～ 稲岡毅 森北出版 9784627076716 9784627302716 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001030

78 例題で学ぶ微分積分学 阿部剛久 森北出版 9784627076914 9784627305212 2011 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001031

79 Cによる数値計算法入門 第2版 堀之内總一 森北出版 9784627093836 9784627311817 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001033
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80 例題で学ぶ統計入門 高田佳和 森北出版 9784627096219 9784627302815 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001034

81 線形代数と幾何～ベクトル・行列・行列式がよくわかる～ 林義実 森北出版 9784627096615 9784627311916 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001035

82 やさしく学べる基礎物理 基礎物理教育研究会 森北出版 9784627152823 9784627302914 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001036

83 大学新入生のためのやさしい力学 中野友裕 森北出版 9784627154612 9784627312012 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001037

84 基礎物理<上> 力学・波動(ビジュアルアプローチ) 大野秀樹 森北出版 9784627155411 9784627303010 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001038

85 基礎物理<下> 熱・電磁気・原子(ビジュアルアプローチ) 大野秀樹 森北出版 9784627155510 9784627301917 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001039

86 やさしい基礎物理 第2版 潮秀樹 森北出版 9784627160729 9784627303119 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001041

87 力学(ビジュアルアプローチ) 為近和彦 森北出版 9784627162112 9784627303218 2008 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001042

88 電磁気学(ビジュアルアプローチ) 前田和茂 森北出版 9784627162211 9784627303317 2009 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001043

89 例題で学ぶ基礎化学 高橋三男 森北出版 9784627242111 9784627305519 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001045

90 測量学 第2版 大木正喜 森北出版 9784627406322 9784627305816 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001050

91 構造力学<上> 第2版 静定編 崎元達郎 森北出版 9784627425125 9784627306011 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001052

92 構造力学<下> 第2版 不静定編 崎元達郎 森北出版 9784627425224 9784627306110 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001053

93 構造力学を学ぶ～基礎からエネルギー法まで～ 米田昌弘 森北出版 9784627466715 9784627312418 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001057

94 最新測量学 第3版 上浦正樹 森北出版 9784627471436 9784627312517 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001058

95 材料力学 村上敬宜 森北出版 9784627605121 9784627306615 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001063

96 機械設計法 第3版 塚田忠夫 森北出版 9784627605732 9784627306813 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001066

97 工業力学　第３版 青木弘 森北出版 9784627610248 9784627306912 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001067

98 材料力学 第3版 黒木剛司郎 森北出版 9784627620148 9784627307018 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001068

99 材料力学(ビジュアルアプローチ) 石田良平 森北出版 9784627640115 9784627307117 2011 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001069

100 基礎から学べる機械力学 伊藤勝悦 森北出版 9784627650411 9784627313019 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001070

101 やさしく学べる材料力学 第3版 伊藤勝悦 森北出版 9784627661936 9784627307216 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001071

102 工業力学入門 第3版 伊藤勝悦 森北出版 9784627662537 9784627307315 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001072

103 演習で学ぶ機械力学 第3版 小寺忠 森北出版 9784627663039 9784627307414 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001074

104 はじめての材料力学 第2版 小山信次 森北出版 9784627663534 9784627301719 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001076

105 基礎から学ぶ材料力学 第2版 臺丸谷政志 森北出版 9784627665125 9784627313316 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001078

106 図解エネルギー工学 平田哲夫 森北出版 9784627670617 9784627308114 2011 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001083

107 例題でわかる伝熱工学～熱の移動が図でみえる～ 第2版 平田哲夫 森北出版 9784627672727 9784627308213 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001084

108 熱力学きほんの「き」～やさしい問題から解いてだんだんと力をつけよう～ 小山敏行 森北出版 9784627673519 9784627308411 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001086

109 図解によるわかりやすい流体力学 中林功一 森北出版 9784627673915 9784627308510 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001087

110 流れ学～流体力学と流体機械の基礎～ 山田英巳 森北出版 9784627675315 9784627313415 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001089

111 電気磁気学 第2版 安達三郎 森北出版 9784627705135 9784627303614 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001091

112 演習電気磁気学 大貫繁雄 森北出版 9784627711327 9784627308916 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001096

113 電気回路を理解する 第2版 小沢孝夫 森北出版 9784627712126 9784627309012 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001098

114 電気理論　第２版 池田哲夫 森北出版 9784627723122 9784627309111 2006 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001099

115 電気電子工学のための基礎数学 第2版 森武昭 森北出版 9784627731622 9784627303812 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001101

116 電気磁気学～その物理像と詳論～ 小塚洋司 森北出版 9784627731721 9784627309210 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001102

117 電気回路の基礎<[正]> 第3版 西巻正郎 森北出版 9784627732537 9784627304017 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001104

118 大学1年生のための電気数学～電気回路・電磁気学の基礎数学～ 第2版 高木浩一 森北出版 9784627734623 9784627304215 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001106

119 電気電子数学入門 森武昭 森北出版 9784627734715 9784627309418 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001107

120 例題と演習で学ぶ電磁気学 柴田尚志 森北出版 9784627734814 9784627313613 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001108

121 エッセンシャル電磁気学～エネルギーで理解する～ 田口俊弘 森北出版 9784627735019 9784627313712 2012 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001109

122 例題で学ぶやさしい電気回路<直流編> 堀浩雄 森北出版 9784627735323 9784627313811 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001110

123 例題で学ぶやさしい電気回路<交流編> 堀浩雄 森北出版 9784627735422 9784627313910 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001111

124 電子物性　新版 松沢剛雄 森北出版 9784627772021 9784627309814 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001116

125 基礎通信工学　第２版 福田明 森北出版 9784627782822 9784627310018 2007 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001120
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126 よくわかる信号処理～フーリエ解析からウェーブレット変換まで～ 和田成夫 森北出版 9784627785816 9784627310216 2009 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001122

127 例題で学ぶ基礎電気回路 秋山いわき 森北出版 9784627786516 9784627314313 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001123

128 数値計算法 第2版 三井田惇郎 森北出版 9784627801530 9784627304413 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001125

129 オートマトン・言語理論 第2版 富田悦次 森北出版 9784627805521 9784627304512 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001126

130 アルゴリズムとデータ構造 第2版(情報工学レクチャーシリーズ) 藤原暁宏 森北出版 9784627810228 9784627314412 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001127

131 ネットワーク技術の基礎 第2版(情報工学レクチャーシリーズ) 宮保憲治 森北出版 9784627810327 9784627314511 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001128

132 信号処理の基礎(情報工学レクチャーシリーズ) 横田康成 森北出版 9784627810518 9784627314719 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001130

133 情報リテラシー～メディアを手中におさめる基礎能力～ 第3版 山川修 森北出版 9784627827332 9784627310612 2013 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001133

134 ネットワーク工学 第2版 村上泰司 森北出版 9784627828926 9784627310711 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001135

135 ネットワーク～目には見えないしくみを構成する技術～ 井口信和 森北出版 9784627852310 9784627314917 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001141

136 はじめて学ぶオートマトンと言語理論 藤原暁宏 森北出版 9784627852914 9784627315013 2015 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001142

137 数理計画法入門 坂和正敏 森北出版 9784627921818 9784627315211 2014 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00001147

138 確率統計(工学系数学テキストシリーズ) 工学系数学教材研究会 森北出版 9784627057517 9784627319417 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004758

139 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 9784627665422 9784627320819 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004759

140 アルゴリズムとデータ構造 第3版 平田富夫 森北出版 9784627726536 9784627321311 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004760

141 基礎電気回路　第2版 伊佐弘 森北出版 9784627732933 9784627321410 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004761

142 過渡現象の基礎 第2版 吉岡芳夫 森北出版 9784627735521 9784627321519 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004762

143 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 9784627742925 9784627321717 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004763

144 情報通信ネットワークの基礎 宇野新太郎 森北出版 9784627853614 9784627322813 2016 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004766

145 線形代数～ベクトルからベクトル空間・線形写像まで～ 川嶌俊雄 森北出版 9784627096714 9784627324015 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004768

146 都市計画 第3版 川上光彦 森北出版 9784627496132 9784627324718 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004770

147 大学新入生のためのリメディアル数学 第2版 中野友裕 森北出版 9784627052024 9784627324411 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004772

148 離散数学 第2版(情報工学レクチャーシリーズ) 陳慰 森北出版 9784627810822 9784627324916 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004773

149 エッセンシャル電気回路～工学のための基礎演習～ 第2版 安居院猛 森北出版 9784627735620 9784627325111 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004774

150 例題と演習で学ぶ電気回路<[正]> 第2版 服藤憲司 森北出版 9784627735828 9784627325210 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004775

151 コンピュータグラフィックス(情報工学レクチャーシリーズ) 佐藤淳 森北出版 9784627811010 9784627325418 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00004777

152 材料力学<1> 森下智博 森北出版 9784627680111 9784627326613 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00009965

153 材料力学<2> 森下智博 森北出版 9784627680210 9784627326712 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00009966

154 情報理論～情報量～誤り訂正がよくわかる～ 相河聡 森北出版 9784627853911 9784627327412 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00013066

155 通信ネットワーク概論 左貝潤一 森北出版 9784627776111 9784627328013 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00014758

156 生態系生態学
フランシス・スチュアート・
チェイピン３世

森北出版 9784627261228 9784627327917 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00014876

157 基礎力が身につく建築環境工学 第2版 三浦昌生 森北出版 9784627581128 9784627320512 2017 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00014877

158 工学系のための応用数学 市村正也 森北出版 9784627082014 9784627328211 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00015498

159 身につく統計学 伊藤公紀 森北出版 9784627082113 9784627328310 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00015499

160 耐震工学入門 第3版・補訂版 平井一男 森北出版 9784627464544 9784627328815 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00017301

161 伝熱工学 新装第2版 一色尚次 森北出版 9784627610743 9784627328914 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00017302

162 ベクトル解析の基礎 第2版 長谷川正之 森北出版 9784627073326 9784627329119 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00017665

163 最新橋構造 第3版 倉西茂 森北出版 9784627430235 9784627329218 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00017666

164 オペレーティングシステム 第2版(情報工学レクチャーシリーズ) 松尾啓志 森北出版 9784627810129 9784627329317 2018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00017667

165 送配電の基礎 第2版 山口 純一 森北出版 9784627741928 9784627329713 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00018444

166 計算モデルとプログラミング 猪股俊光 森北出版 9784627854710 9784627330214 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00020032

167 誤り訂正符号入門 第2版 イエルン・ユステセン 森北出版 9784627817128 9784627330313 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00020499

168 基礎から学ぶ弾性力学 荒井正行 森北出版 9784627650510 9784627330511 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00020626

169 基礎応用第三角法図学 第3版 岩井實 森北出版 9784627080430 9784627330818 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00021309

170 エッセンシャルテキスト光学 左貝潤一 森北出版 9784627776319 9784627331112 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00022065

171 基礎からの過渡現象 柴田尚志 森北出版 9784627786714 9784627331211 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00022066
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書名 著編者名 出版社名 冊子版ISBN 電子版ISBN 出版年 URL

172 Javaで入門はじめてのプログラミング～基礎からオブジェクト指向まで～ 飯塚泰樹 森北出版 9784627851511 9784627331617 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00024231

173 図解SOLIDWORKS実習～3次元CAD完全マスター～ 第3版 プラーナー 森北出版 9784627666634 9784627331815 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00024381

174 わかりやすい数理計画法 坂和正敏 森北出版 9784627917712 9784627332812 2010 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00024443

175 例題でわかる工業熱力学 第2版 平田哲夫 森北出版 9784627673427 9784627332010 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00024469

176 機械力学 第2版 末岡淳男 森北出版 9784627605527 9784627332317 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00024842

177 コンクリート構造学 第5版・補訂版 小林和夫 森北出版 9784627425668 9784627333017 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00025072

178 電気・電子計測 第4版 阿部武雄 森北出版 9784627705449 9784627332911 2019 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00025073

179 コンクリート構造工学 第5版 戸川一夫 森北出版 9784627406551 9784627334212 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00028135

180 計測工学入門 第3版・補訂版 中村邦雄 森北出版 9784627662940 9784627334311 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00028136

181 確率統計入門～モデル化からその解析へ～ 渡辺浩 森北出版 9784627082311 9784627334816 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00029420

182 はじめてのLinux～これだけは知っておきたいLinuxOSとアプリケーションの基礎知識～ 宇戸寿幸 森北出版 9784627854611 9784627334717 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00029421

183 電磁気学 岩田真 森北出版 9784627156913 9784627335110 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00029585

184 よくわかる建築構造力学<1> 土方勝一郎 森北出版 9784627554115 9784627335417 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00029586

185 よくわかる建築構造力学<2> 土方勝一郎 森北出版 9784627554214 9784627335516 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00029921

186 例題でよくわかるはじめての多変量解析 加藤豊 森北出版 9784627082212 9784627335912 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00030234

187 よくわかる電気機器 第2版 森本雅之 森北出版 9784627743328 9784627336216 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00030719

188 入門確率過程 竹居正登 森北出版 9784627094413 9784627336711 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00031340

189 機構学 新装版 岩本太郎 森北出版 9784627668928 9784627336612 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00031635

190 例題と演習で学ぶ基礎電気回路 服藤憲司 森北出版 9784627787117 9784627337510 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00032986

191 情報数学の基礎～例からはじめてよくわかる～ 第2版 幸谷智紀 森北出版 9784627052727 9784627340145 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034957

192 明解入門流体力学 第2版 松村昌典 森北出版 9784627674127 9784627340152 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034958

193 はじめての情報理論 第2版 稲井寛 森北出版 9784627849129 9784627340169 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034959

194 土質力学入門 第2版 三田地利之 森北出版 9784627464025 9784627340015 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034961

195 よくわかる過渡現象 奥平鎭正 森北出版 9784627744110 9784627340046 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034963

196 地盤工学 第2版新装版 澤孝平 森北出版 9784627406636 9784627340077 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034966

197 システムプログラミング入門～実行しながら理解するLinux OSのしくみ～ 篠山学 森北出版 9784627855519 9784627340091 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00034967

198 機械要素入門 吉本成香 森北出版 9784627650619 9784627340183 2020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokyotech/bookdetail/p/KP00035073
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