
タイトル 著者名等 出版社 請求記号

1 Deep learning Goodfellow Ian MIT Press 007.13||G65

2
進化計算 (ニューロエボリューション) と深層学習
(ディープラーニング)

伊庭 斉志 オーム社 007.13||I11

3 関係データ学習 石黒 勝彦 講談社 007.13||I73

4 機械学習のための連続最適化 金森 敬文 講談社 007.13||Ka45

5 Pythonではじめる機械学習 M?ller Andreas C.
オライリー・ジャ
パン

007.13||Mu29

6 ITエンジニアのための機械学習理論入門 中井 悦司 技術評論社 007.13||N34

7 ニューラルネットワーク自作入門 Rashid Tariq マイナビ出版 007.13||R17

8 統計的因果探索 清水 昌平 講談社 007.13||Sh49

9 詳解ディープラーニング 巣籠 悠輔 マイナビ出版 007.13||Su49

10 ベイズ推論による機械学習入門 須山 敦志 講談社 007.13||Su89

11 これならわかる深層学習入門 瀧 雅人 講談社 007.13||Ta71

12 ディープラーニングがわかる数学入門 涌井 良幸 技術評論社 007.13||W35

13 アプリケーションソフトの基礎知識 第2版 立山 秀利
オデッセイコミュ
ニケーションズ

007.63||Ta94||2e

14
ひと目でわかるVisual C# 2015アプリケーション開
発入門

伊藤 達也 日経BP社 007.64||I89

15 人工知能はいかにして強くなるのか? 小野田 博一 講談社 081||Bb||2001

16 図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室 McGonigal Kelly 大和書房 141.8||Ma15

17 スタンフォードの自分を変える教室 McGonigal Kelly 大和書房 141.8||Ma15

18 それでも人生にイエスと言う Frankl Viktor Emil 春秋社 146.8||F44

19
スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプ
ルなルール

McGonigal Kelly 日経BP社 159||Ma15

20
20歳のときに知っておきたかったこと
(スタンフォード大学集中講義 [1])

Seelig Tina Lynn
阪急コミュニ
ケーションズ

159||Se15

21
未来を発明するためにいまできること
(スタンフォード大学集中講義 2)

Seelig Tina Lynn
阪急コミュニ
ケーションズ

159||Se15

22 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 マガジンハウス 159.7||Y92
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23
自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこ
と

四角 大輔
サンクチュアリ
出版

159.7||Y94

24
らくらく突破乙種第1・2・3・5・6類危険物取扱者合
格テキスト+問題集

飯島 晃良 技術評論社 317.734||I27

25 危険物取扱者のための危険物まるわかり辞典
危険物法令実務研
究会

第一法規 317.734||Ki21

26
わかりやすい!乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者試
験 : 科目免除者用 [第2版第2刷]

工藤 政孝 弘文社 317.734||Ku17||2e

27
わかりやすい!乙種第4類危険物取扱者試験 大改
訂版

工藤 政孝 弘文社 317.734||Ku17

28
最新乙種第4類危険物取扱者合格完全ガイド
[2017]

坪井 孝夫 日本文芸社 317.734||Ts15||2017

29 伝え方が9割 [1] 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 361.454||Sa75||1

30 伝え方が9割 2 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 361.454||Sa75||2

31 2100年の科学ライフ 加来 道雄 NHK出版 404||Ka28

32 線形代数 : 明解演習 小寺 平治 共立出版 411.3||Ko21

33 詳解演習微分積分 水田 義弘 サイエンス社 413.3||Mi97

34 フラットランド
Abbott Edwin
Abbott

講談社 414||A11

35 正則関数のなすヒルベルト空間 中路 貴彦 岩波書店 415.5||N34

36 工学系学生のためのヒルベルト空間入門 高橋 宣明 東海大学出版会 415.5||Ta33

37 数理統計 : 明解演習 小寺 平治 共立出版 417||Ko21

38 これでわかる基礎高分子化学 畔田 博文 三共出版 431.9||Ku72

39 クリスチャン分析化学 1. 基礎編 Christian Gary D. 丸善出版 433||C58||7e=1

40 クリスチャン分析化学 2. 機器分析編 Christian Gary D. 丸善出版 433||C58||7e=2

41 よくわかる最新分析化学の基本と仕組み 第2版 津村 ゆかり 秀和システム 433||Ts74||2e

42 熱分析 第4版 吉田 博久 講談社 433||Y86||4e

43 NMR入門 : 必須ツール基礎の基礎 Hore P. J. 化学同人 433.57||H87

44 シュライバー・アトキンス無機化学 第6版 上 Weller Mark T. 東京化学同人 435||A94||6e=1

45 シュライバー・アトキンス無機化学 第6版 下 Weller Mark T. 東京化学同人 435||A94||6e=2
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46 演習無機化学 第2版 田中 勝久 東京化学同人 435||H67||2e

47 基本無機化学 第3版 荻野 博 東京化学同人 435||O25||3e

48 X線結晶学入門 Clegg William 化学同人 459.92||C77

49 ヴォート基礎生化学 第5版 Voet Donald 東京化学同人 464||V85||5e

50 Life (ライフ) : 人間が知らない生き方 麻生 羽呂 文響社 481.7||A93

51 メカ屋のための脳科学入門 [正] 高橋 宏知 日刊工業新聞社 491.371||Ta33||1

52
メカ屋のための脳科学入門 続 (記憶・学習/意識
編)

高橋 宏知 日刊工業新聞社 491.371||Ta33||2

53 スタンフォードのストレスを力に変える教科書 McGonigal Kelly 大和書房 498.39||Ma15

54 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||D42

55 環境分析化学 第3版 合原 真 三共出版 519.15||A24||3e

56 環境計量士試験濃度・共通攻略問題集 2018年版 三好 康彦 オーム社 519.15||Mi91||2018

57 環境計量士への近道 演習編5
日本環境測定分析
協会

日本環境測定分
析協会

519.15||N71||5

58
環境計量士(濃度関係)化学分析概論及び濃度の
計量解説と対策 第3版

日本計量振興協会 コロナ社 519.15||N71||3e

59 機械系の材料力学 山川 宏 共立出版 531.1||Y27

60 若い技術者のための機械・金属材料 第3版 矢島 悦次郎 丸善 531.2||Y16||3e

61
基礎から学ぶ機械設計 : キカイをつくって動かす実
践的ものづくり学の設計編

門田 和雄
ソフトバンククリ
エイティブ

531.9||Ka14

62
基礎から学ぶ機械製図 : 3Dプリンタを扱うための
3D CAD製図法

門田 和雄 SBクリエイティブ 531.98||Ka14

63
基礎から学ぶ機械工作 : キカイをつくって動かす実
践的ものづくり学の工作編

門田 和雄 SBクリエイティブ 532||Ka14

64 絵ときでわかる電気電子計測 改訂2版 熊谷 文宏 オーム社 541.5||Ku33||2e

65 電動機の可変速駆動入門 片岡 昭雄 森北出版 542.13||Ka83

66 基礎から学ぶ電気電子・情報通信工学 田口 俊弘 講談社 547||Ta19

67 通信工学概論 第3版 山下 不二雄 森北出版 547||Y44||3e

68 基礎からのWebアプリケーション開発入門 前橋 和弥 技術評論社 547.4833||Ma26
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69 脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘
武蔵野大学出版
会

547.4833||Sa85

70 システム同定 片山 徹 朝倉書店 548.31||Ka84

71 設計のための基礎電子回路 辻 正敏 森北出版 549.3||Ts41

72 はじめてのパワーエレクトロニクス 板子 一隆 オーム社 549.8||I87

73 パワーエレクトロニクス入門 改訂5版 大野 栄一 オーム社 549.8||O67||5e

74 トコトンやさしい高分子の本 扇澤 敏明 日刊工業新聞社 578||O25

75 将棋が強くなる詰将棋トライアル200 伊藤 果 マイナビ 796||I89

76 加藤一二三の5手詰め 加藤 一二三 創元社 796||Ka86

77 詰将棋の達人 勝浦 修 マイナビ出版 796||Ka88

78 堅陣で圧勝!対振り銀冠穴熊 増田 康宏 マイナビ出版 796||Ma66

79 矢倉左美濃急戦 斎藤 慎太郎 マイナビ出版 796||Sa25

80 3手詰将棋 高橋 道雄 創元社 796||Ta33

81
人間に勝つコンピュータ将棋の作り方 : あから2010
を生み出したアイデアと工夫の軌跡

瀧澤 武信 技術評論社 796||Ta73

82 TOEFL TEST必須英単語5600 改訂新版 林 功 ベレ出版 834||H48

83 English grammar in use 4th ed Murphy Raymond
Cambridge
University Press

835||Mu78||4e

84 ラノベとブンガク (書店ガール 5) 碧野 圭 PHP研究所 913.6||A55||5

85 遅れて来た客 (書店ガール 6) 碧野 圭 PHP研究所 913.6||A55||6

86 神秘のセラピスト (天久鷹央の推理カルテ 5) 知念 実希人 新潮社 913.6||C46||Am=5

87 マスカレード・ホテル 東野 圭吾 集英社 913.6||H55

88 ジェリー・フィッシュ 雛倉 さりえ 新潮社 913.6||H61

89 AX (アックス) 伊坂 幸太郎 KADOKAWA 913.6||I68

90 ホワイトラビット : a night 伊坂 幸太郎 新潮社 913.6||I68

91 がん消滅の罠 岩木 一麻 宝島社 913.6||I93
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92 化学探偵Mr.キュリー 5 喜多 喜久 中央公論新社 913.6||Ki61||Ka=5

93 化学探偵Mr.キュリー 6 喜多 喜久 中央公論新社 913.6||Ki61||Ka=6

94 院長選挙 久坂部 羊 幻冬舎 913.6||Ku82

95 君が電話をかけていた場所 三秋 縋 KADOKAWA 913.6||Mi11||Ki=1

96 僕が電話をかけていた場所 三秋 縋 KADOKAWA 913.6||Mi11||Ki=2

97
栞子さんと奇妙な客人たち
(ビブリア古書堂の事件手帖 [1])

三上 延
アスキー・メディ
アワークス

913.6||Mi21||Bi=1

98
栞子さんと謎めく日常
(ビブリア古書堂の事件手帖 2)

三上 延
アスキー・メディ
アワークス

913.6||Mi21||Bi=2

99
栞子さんと消えない絆
(ビブリア古書堂の事件手帖 3)

三上 延
アスキー・メディ
アワークス

913.6||Mi21||Bi=3

100
栞子さんと二つの顔
(ビブリア古書堂の事件手帖 4)

三上 延
アスキー・メディ
アワークス

913.6||Mi21||Bi=4

101
栞子さんと繋がりの時
(ビブリア古書堂の事件手帖 5)

三上 延 KADOKAWA 913.6||Mi21||Bi=5

102
栞子さんと巡るさだめ
(ビブリア古書堂の事件手帖 6)

三上 延 KADOKAWA 913.6||Mi21||Bi=6

103
栞子さんと果てない舞台
(ビブリア古書堂の事件手帖 7)

三上 延 KADOKAWA 913.6||Mi21||Bi=7

104 運命の恋をかなえるスタンダール 水野 敬也 文響社 913.6||Mi96

105 R帝国 中村 文則 中央公論新社 913.6||N37

106 翼がなくても 中山 七里 双葉社 913.6||N45

107 どこかでベートーヴェン 中山 七里 宝島社 913.6||N45

108 トイプー警察犬メグレ 七尾 与史 講談社 913.6||N48

109 神様のカルテ 0 夏川 草介 小学館 913.6||N58||Ka=0

110 神様のカルテ 3 夏川 草介 小学館 913.6||N58||Ka=3

111 ツバキ文具店 小川 糸 幻冬舎 913.6||O24

112 キラキラ共和国 小川 糸 幻冬舎 913.6||O24

113 GOSICK : ゴシック 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||1

114 ゴシック・その罪は名もなき 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||2
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115 ゴシック・青い薔薇の下で 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||3

116 ゴシック・愚者を代弁せよ 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||4

117 ゴシック・ベルゼブブの頭蓋 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||5

118 ゴシック・仮面舞踏会の夜 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||6

119 ゴシック・薔薇色の人生 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||7

120 ゴシック・神々の黄昏 上 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||8=1

121 ゴシック・神々の黄昏 下 桜庭 一樹 角川書店 913.6||Sa46||8=2

122 君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ 新潮社 913.6||Se76

123 キノの旅 13 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=13

124 キノの旅 14 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=14

125 キノの旅 15 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=15

126 キノの旅 16 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=16

127 キノの旅 17 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=17

128 キノの旅 18 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=18

129 キノの旅 19 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=19

130 キノの旅 20 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=20

131 キノの旅 21 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=21

132 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社 913.6||Su63

133 よるのばけもの 住野 よる 双葉社 913.6||Su63

134 灼眼のシャナ 17 高橋 弥七郎 角川書店(発売) 913.6||Ta33||Sh=17

135 灼眼のシャナ 18 高橋 弥七郎 角川書店(発売) 913.6||Ta33||Sh=18

136 灼眼のシャナ 19 高橋 弥七郎 角川書店(発売) 913.6||Ta33||Sh=19

137 灼眼のシャナ 20 高橋 弥七郎 角川書店(発売) 913.6||Ta33||Sh=20
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138 灼眼のシャナ 21 高橋 弥七郎 角川書店(発売) 913.6||Ta33||Sh=21

139 灼眼のシャナ 22 高橋 弥七郎 角川書店(発売) 913.6||Ta33||Sh=22

140 涼宮ハルヒの驚愕 前 谷川 流 角川書店 913.6||Ta87||Su=10

141 涼宮ハルヒの驚愕 後 谷川 流 角川書店 913.6||Ta87||Su=11

142 痴人の愛 改版 谷崎 潤一郎 中央公論新社 913.6||Ta88

143 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田 桂一 宝島社 913.7||Ka51

144 あの日 小保方 晴子 講談社 916||O14

145 日の名残り Ishiguro Kazuo 早川書房 933.7||I73

146 忘れられた巨人 Ishiguro Kazuo 早川書房 933.7||I73

147 ロリータ [新訳版]
Nabokov Vladimir
Vladimirovich

新潮社 933.7||N11

148 夜と霧 新版 Frankl Viktor Emil みすず書房 946||F44


