平成28年度 本郷図書館Web選書リスト
タイトル

著者名

出版社

請求記号

1 暗号技術入門 : 秘密の国のアリス

結城 浩

SBクリエイティブ

007.1||Y97||3e

2 パターン認識のためのサポートベクトルマシン入門

阿部 重夫

森北出版

007.13||A12

3 Pythonで体験する深層学習 : Caﬀe, Theano, Chainer, TensorFlow

浅川 伸一

コロナ社

007.13||A84

4 事例+演習で学ぶ機械学習 : ビジネスを支えるデータ活用のしくみ

速水 悟

森北出版

007.13||H47

5 人間さまお断り : 人工知能時代の経済と労働の手引き

Kaplan Jerry

三省堂

007.13||Ka61

6 遺伝的アルゴリズム : その理論と先端的手法

棟朝 雅晴

森北出版

007.13||Mu33

Raschka Sebastian

インプレス

007.13||R17

8 「インターネット」の次に来るもの : 未来を決める12の法則

Kelly Kevin

NHK出版

007.3||Ke33

9 JavaFX&Java8プログラミング : Javaによる新しいGUIプログラミング入門

日向 俊二

カットシステム

007.64||H99

10 Cによる探索プログラミング : 基礎から遺伝的アルゴリズムまで

伊庭 ⻫志

オーム社

007.64||I11

11 CUDAプログラミング実践講座 : 超並列プロセッサにおけるプログラミング手法

Kirk David B.

ボーンデジタル

007.64||Ki54

北山 洋幸

カットシステム

007.64||Ki74

13 科学技術計算のためのPython入門 : 開発基礎、必須ライブラリ、高速化

中久喜 健司

技術評論社

007.64||N34

14 CUDA by example : 汎用GPUプログラミング入門

Sanders Jason

インプレスジャパン

007.64||Sa62

菅谷 保之

オーム社

007.64||Su29

16 CINEMA 4D目的別ガイドブックPART1

コンノ ヒロム

ビー・エヌ・エヌ新社 007.642||Ko75||1

17 CINEMA 4D目的別ガイドブック PART2

コンノ ヒロム

ビー・エヌ・エヌ新社 007.642||Ko75||2

18 新聞の正しい読み方 : 情報のプロはこう読んでいる!

松林 薫

NTT出版

070.4||Ma73

金丸 隆志

講談社

081||Bb||1977

20 やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける

Duckworth Angela

ダイヤモンド社

159||D93

21 となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代

内藤 正典

ミシマ社

167||N29

22 大学生が知っておきたい生活のなかの法律

細川 幸一

慶應義塾大学出版会

320||H94

23 ブロックチェーン仕組みと理論 : サンプルで学ぶFinTechのコア技術

赤羽 喜治

リックテレコム

338||A29

24 君たちはどう働くか

今野 晴貴

皓星社

366||Ko75

25 大学生のためのキャリアガイドブック

寿山 泰二

北大路書房

377.9||Su89||2e

26 大学生のための失敗しない大人のマナー (大学生活+2 (ジュウジツ) 選書)

旺文社

旺文社

385.9||O14

7

12

15

19

Python機械学習プログラミング : 達人データサイエンティストによる理論と実践
(Impress top gear)

IoTデバイスプログラミング入門 : Windows 10 IoT CoreとRaspberry Piで作るIoT
デバイス

入門GTK+ : C言語で学ぶ、はじめてのGUIプログラミング : 基礎から画像アプリ
ケーションまで

最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 作って動かしてしくみがわかる : カラー図解
(ブルーバックス)

27 力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学

松下 貢

裳華房

410||Ma88

28 編入の線形代数徹底研究 : 大学編入試験対策 : 基本事項の整理と問題演習

桜井 基晴

聖文新社

411.3||Sa47

29 編入の微分積分徹底研究 : 大学編入試験対策 : 基本事項の整理と問題演習

桜井 基晴

聖文新社

413.3||Sa47

30 工学のためのフーリエ解析 (工学のための数学)

山下 幸彦

数理工学社

413.59||Y44

31 波動 : 力学・電磁気学・量子力学

Fleisch Daniel A.

岩波書店

413.63||F32

32 工学のための関数解析 (工学のための数学)

山田 功

数理工学社

415.5||Y19

33 ブット・グラフ・カペル界面の物理と化学

Butt Hans-Jürgen

丸善出版

428.4||B97

34 面白くて眠れなくなる化学

左巻 健男

35 分子図鑑 : 世界で一番美しい

Gray Theodore W.

36 面白くて眠れなくなる元素

左巻 健男

37 基本化学熱力学 基礎編

蒲池 幹治

三共出版

431.6||Ka31||1

38 基本化学熱力学 展開編

蒲池 幹治

三共出版

431.6||Ka31||2

39 物理化学要論 : 理系常識としての化学

馬場 正昭

学術図書出版社

431||B12||2e

湊宏

東京化学同人

437||Mi39||3

41 有機化学演習 : 基本から大学院入試まで

山本 学

東京化学同人

437||Y31

42 世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽系から宇宙の果てまで

Schilling Govert

創元社

440||Sc3

43 生物無機化学 : 金属元素と生命の関わり (錯体化学会選書 ; 1)

増田 秀樹

三共出版

464.8||Ma66

44 ゾンビ・パラサイト : ホストを操る寄生生物たち (岩波科学ライブラリー)

小澤 祥司

岩波書店

468.4||O97

45 カラスの補習授業

松原 始

雷鳥社

488.99||Ma73

46 恐怖の病原体図鑑 : ウイルス・細菌・真菌 (カビ) 完全ビジュアルガイド

Hart C. A.

⻄村書店

491.7||H33

47 世界のエリートがやっている最高の休息法

久賀谷 亮

ダイヤモンド社

498.39||Ku21

48 すぐやる! : 「行動力」を高める"科学的な"方法

菅原 洋平

文響社

498.39||Su28

49 エネルギー白書 2016年版

経済産業省

ぎょうせい

501.6||Ke29||2016

50 設計力が身につくSOLIDWORKS基礎講座

木村 昇

オーム社

501.8||Ki39

51 世界をつくった6つの革命の物語 : 新・人類進化史

Johnson Steven 1968-

朝日新聞出版

507.1||J64

52 これだけ機械 (電験第3種ニューこれだけシリーズ)

深見 正

電気書院

540.79||F72||1S

53 これだけ理論 (電験第3種ニューこれだけシリーズ)

石橋 千尋

電気書院

540.79||I71||1S

54 これだけ法規 (電験第3種ニューこれだけシリーズ)

時井 幸男

電気書院

540.79||To31||2e

55 これだけ電力 (電験第3種ニューこれだけシリーズ)

山口 隆弘

電気書院

540.79||Y24||1S

40 有機化学演習 : 大学院入試問題を中心に 3

(化学演習シリーズ)

PHPエディターズ・グ
ループ
創元社
PHPエディターズ・グ
ループ

430.4||Sa57
431.1||G79
431.11||Sa57

56 電機設計学 : 大学課程

竹内 寿太郎

オーム社

57 Arduinoをはじめよう (Make: projects)

Banzi Massimo

オライリー・ジャパン 548.2||B19||3e

58 Edison&ArduinoではじめるIoT開発 (I/O books)

nekosan

工学社

548.2||N62

59 Intel EdisonではじめるIoTプロトタイピング

NTTデータ

翔泳社

548.2||N98

内田 公太

マイナビ

548.22||U14

61 Arduinoではじめる電子工作超入門 : これ1冊でできる!

福田 和宏

ソーテック社

549||F74||2e

62 64の事例からわかる金属腐食の対策

藤井 哲雄

森北出版

563.7||F57

技術評論社

675||D69

60

63

自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ : コンピュータが動く仕組みを徹底理
解!

データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 (Software design plusシリー
ズ)

542.11||Ta67||3e

64 ラリルレ論

野田 洋次郎

文芸春秋

767.8||N92

65 後手番一手損角換わり戦法 (スーパー将棋講座)

⻘野 照市

創元社

796||A55

66 変わりゆく現代将棋 上

羽生 善治

日本将棋連盟

796||H11||Ka=1

67 変わりゆく現代将棋 下

羽生 善治

日本将棋連盟

796||H11||Ka=2

68 矢倉の急所 : 4六銀・3七桂型 1 (最強将棋21)

森内 俊之

浅川書房

796||Mo69||1

69 矢倉の急所 : 4六銀・3七桂型 2 (最強将棋21)

森内 俊之

浅川書房

796||Mo69||2

70 四間飛車名局集 (将棋戦型別名局集 2)

鈴木 大介

日本将棋連盟

796||N77||2

71 矢倉名局集 (将棋戦型別名局集 3)

高橋 道雄

日本将棋連盟

796||N77||3

72 三間飛車名局集 (将棋戦型別名局集 4)

石川 陽生

日本将棋連盟

796||N77||4

73 将棋端攻め全集 (将棋連盟文庫)

大内 延介

日本将棋連盟

796||O91

74 矢倉で勝つための7つの鉄則と16の心得 (マイナビ将棋BOOKS)

佐藤 慎一

マイナビ出版

796||Sa85

75 四間飛車破り 居飛車穴熊編 (最強将棋21)

渡辺 明

浅川書房

796||W46

76 四間飛車破り 急戦編 (最強将棋21)

渡辺 明

浅川書房

796||W46

77 新完全マスター文法日本語能力試験N1

友松 悦子

78 新完全マスター語彙日本語能力試験N1

伊能 裕晃

79 新完全マスター読解日本語能力試験N1

福岡 理恵子

80 新完全マスター聴解 : 日本語能力試験N1

中村 かおり

81 TOEICテスト完全教本新形式問題対応

Hilke Robert

研究社

830.79||H58

82 キクタンTOEIC TEST SCORE 600

一杉 武史

アルク

830.79||H77||Ki=600

83 キクタンTOEIC test score 800

一杉 武史

アルク

830.79||H77||Ki=800

84 出る順で最短合格!英検1級語彙問題完全制覇 (英検最短合格シリーズ)

ジャパンタイムズ

ジャパンタイムズ

830.79||J24||1

85 出る順で最短合格!英検準1級語彙問題完全制覇 (英検最短合格シリーズ)

ジャパンタイムズ

ジャパンタイムズ

830.79||J24||J1

86 これだけ!TOEICテスト総合対策 : 初めて-650点 : 新形式問題対応

菊間 ひろみ

あさ出版

830.79||Ki28||Ko

87 たった4時間でTOEICテストリスニング完全攻略 : はじめてでも600点取れる!

中尾 享子

フォレスト出版

830.79||N41

スリーエーネットワー
ク
スリーエーネットワー
ク
スリーエーネットワー
ク
スリーエーネットワー
ク

810.7||N71||N1
810.7||N71||N1
810.7||N71||N1
810.7||N71||N1

88 TOEICテスト究極のゼミ Part2&1

⻄嶋 愉一

アルク

830.79||N82||1-2

89 TOEICテスト究極のゼミ Part4&3

⻄嶋 愉一

アルク

830.79||N82||3-4

90 TOEICテスト究極のゼミ Part5 語彙・語法超上級編

⻄嶋 愉一

アルク

830.79||N82||5

91 はじめての新形式TOEICテストこの1冊で650点 : 新形式完全対応

生越 秀子

コスモピア

830.79||O25

92 英検1級英単語大特訓 (Beret books)

植田 一三

ベレ出版

830.79||U32||1

93 英検準1級100時間大特訓

植田 一三

ベレ出版

830.79||U32||1S

94 英検準1級英単語大特訓 (CD book)(Beret books)

植田 一三

ベレ出版

830.79||U32||J1

95 はじめてのTOEICテストこれだけで600点突破英単語完全生講義[新形式問題対応] 山根 和明

ナツメ社

830.79||Y36||Ha

96 究極の英単語SVL ; v.1(初級の3000語)

アルク

834||A79||Ky=1

97 究極の英単語SVL ; v.2(中級の3000語)

アルク

834||A79||Ky=2

98 究極の英単語SVL ; v.3(上級の3000語)

アルク

834||A79||Ky=3

99 究極の英単語SVL ; v.4(超上級の3000語)

アルク

834||A79||Ky=4

100 もっと減点されない英作文 : 大学受験 過去問演習編

河村 一誠

学研プラス

836||Ka95||2e

101 ミステリーの書き方 (幻冬舎文庫)

日本推理作家協会

幻冬舎

901.307||N71

102 キャロリング

有川 浩

幻冬舎

913.6||A71

103 だれもが知ってる小さな国

有川 浩

講談社

913.6||A71

104 アンマーとぼくら

有川 浩

講談社

913.6||A71

105 旅猫リポート

有川 浩

講談社

913.6||A71

106 天久鷹央の推理カルテ (新潮文庫 )

知念 実希人

新潮社

913.6||C46||Am=1

107 ファントムの病棟 (新潮文庫 天久鷹央の推理カルテ 2)

知念 実希人

新潮社

913.6||C46||Am=2

108 密室のパラノイア (新潮文庫 天久鷹央の推理カルテ 3)

知念 実希人

新潮社

913.6||C46||Am=3

109 悲恋のシンドローム (新潮文庫 天久鷹央の推理カルテ 4)

知念 実希人

新潮社

913.6||C46||Am=4

110 オレたちバブル入行組 (文春文庫)

池井⼾ 潤

文藝春秋

913.6||I33||Ha=1

111 オレたち花のバブル組 (文春文庫)

池井⼾ 潤

文藝春秋

913.6||I33||Ha=2

112 夢の終わりで、君に会いたい。 (スターツ出版文庫)

いぬじゅん

スターツ出版

913.6||I59

113 神の値段

一色 さゆり

宝島社

913.6||I85

114 猫と幽霊と日曜日の革命 (角川文庫 )

河野 裕

KADOKAWA

913.6||Ko76||Sa=1

115 恋する寄生虫 (メディアワークス文庫)

三秋 縋

KADOKAWA

913.6||Mi11

116 校閲ガールア・ラ・モード

宮木 あや子

KADOKAWA

913.6||Mi73

117 校閲ガール

宮木 あや子

KADOKAWA

913.6||Mi73

118 リケイ文芸同盟

向井 湘吾

幻冬舎

913.6||Mu24

119 お任せ!数学屋さん 1

向井 湘吾

ポプラ社

913.6||Mu24||Om=1

120 お任せ!数学屋さん 2

向井 湘吾

ポプラ社

913.6||Mu24||Om=2

121 お任せ!数学屋さん 3

向井 湘吾

ポプラ社

913.6||Mu24||Om=3

122 君にさよならを言わない (宝島社文庫)

七月 隆文

宝島社

913.6||N48||1

123 君にさよならを言わない 2 (宝島社文庫)

七月 隆文

宝島社

913.6||N48||2

124 ⻘の数学 (新潮文庫)

王城 夕紀

新潮社

913.6||O35||Ao=1

125 ユークリッド・エクスプローラー (新潮文庫)

王城 夕紀

新潮社

913.6||O35||Ao=2

126 将棋の子 (講談社文庫)

大崎 善生

講談社

913.6||O73

127 謎好き⼄⼥と奪われた⻘春 (新潮文庫)

瀬川 コウ

新潮社

913.6||Se16||Na=1

128 謎好き⼄⼥と壊れた正義 (新潮文庫)

瀬川 コウ

新潮社

913.6||Se16||Na=2

129 謎好き⼄⼥と偽りの恋心 (新潮文庫)

瀬川 コウ

新潮社

913.6||Se16||Na=3

130 謎好き⼄⼥と明かされる真実 (新潮文庫)

瀬川 コウ

新潮社

913.6||Se16||Na=4

131 とんび (角川文庫)

重松 清

角川書店

913.6||Sh28

132 小説君の名は。 (角川文庫)

新海 誠

KADOKAWA

913.6||Sh64

133 君の膵臓をたべたい

住野 よる

双葉社

913.6||Su63

134 また、同じ夢を見ていた

住野 よる

双葉社

913.6||Su63

135 はじめてだらけの夏休み : 大人になりたいぼくと、子どもでいたいお父さん

唯野 未歩子

祥伝社

913.6||Ta16

136 砕け散るところを見せてあげる (新潮文庫)

竹宮 ゆゆこ

新潮社

913.6||Ta63

137 シャーロック・ホームズ完全ナビ

Smith Daniel 1976-

国書刊行会

930.268||Sm5

光文社

933.7||C76

アルク

WC834||A79||Ky

138 幼年期の終わり (光文社古典新訳文庫)
139 究極の英単語 standard vocabulary list「12000語」音声CD-ROM

Clarke Arthur Charles
1917アルク

