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資料ID 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

1103754
Basic design rule : 伝わるデザインの基本 : よい資料を作るための
レイアウトのルール : 学校や会社では教えてくれない!?

高橋佑磨, 片山なつ
著 技術評論社 2014.8 021.4/タカ

0110950 文明崩壊 : 滅亡と存続の命運を分けるもの 上
ジャレド・ダイアモ
ンド著/楡井浩一訳 草思社 2005.12 204/タイ/1

0110951 文明崩壊 : 滅亡と存続の命運を分けるもの 下
ジャレド・ダイアモ
ンド著/楡井浩一訳 草思社 2005.12 204/タイ/2

1103738 ミクロ経済学をつかむ (Textbooks tsukamu)
神戸伸輔, 寳多康弘,
濱田弘潤著 有斐閣 2006.12 331/カン

1103918 学校における農業教育の諸相 大河内信夫編著
東京図書出版/リフ
レ出版(発売) 2014.4 375.6/オオ

1102221 湖魚と近江のくらし (淡海文庫:28)
滋賀の食事文化研究
会編 サンライズ出版 2003.6 383.81/シカ

1103664 Excelでやさしく学ぶ統計解析2013
石村貞夫, 劉晨, 石村
友二郎著 東京図書 2013.11 417/イシ

0110953
最新地球史がよくわかる本 : 「生命の星」誕生から未来まで
(How-nual図解入門)

川上紳一, 東條文治
著 秀和システム 2006.3 450/カワ

0110949 地圏の水環境科学 登坂博行著 東京大学出版会 2006.11 452.9/トサ

1103666 自然の仕組みを調べるために (身近な水の環境科学:実習・測定編)
日本陸水学会東海支
部会編集 朝倉書店 2014.6 452.9/ニホ

0110814

イラストでみる超基本バイオ実験ノート : ぜひ覚えておきたい分
子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリー
ズ) 田村隆明著 羊土社 2005.3 460.75/タム

1103876
顕微鏡の使い方ノート : はじめての観察からイメージングの応用
まで 改訂第3版 (無敵のバイオテクニカルシリーズ) 野島博編 羊土社 2011.4 460.75/ノシ

1103672 ベーシック生物学 武村政春著 裳華房 2014.4 460/タケ

1105779
一細胞定量解析の最前線 : ライフサーベイヤ構築に向けて 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:428. バイオテクノロジーシリーズ)

神原秀記, 松永是, 植
田充美監修 シーエムシー出版 2012.7 463.6/イチ

1103869 細胞培養入門ノート 改訂 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
井出利憲, 田原栄俊
著 羊土社 2010.6 463/イテ

1105781 分子生物学 第2版 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ)

池上正人, 海老原充
著/講談社サイエン
ティフィク編 講談社 2013.11 464.1/イケ

1103884 分子生物学超図解ノート : 重要ワードで一気にわかる 改訂版 田村隆明著 羊土社 2011.10 464.1/タム

1102946
本当にふえるPCR 新版 (細胞工学:別冊. 目で見る実験ノートシ
リーズ/バイオ実験イラストレイテッド:3) 中山広樹著 秀潤社 1998.6 464.1/ナカ

1102228
分子生物学実験の基礎 (細胞工学:別冊. 目で見る実験ノートシリー
ズ/バイオ実験イラストレイテッド:1)

中山広樹, 西方敬人
著 秀潤社 1995.10 464.1/ナカ/1

1102229
遺伝子解析の基礎 (細胞工学:別冊. 目で見る実験ノートシリーズ/
バイオ実験イラストレイテッド:2)

中山広樹, 西方敬人
著 秀潤社 1995.9 464.1/ナカ/2

1103880
タンパク質をとり出そう 改訂第4版 (無敵のバイオテクニカルシ
リーズ. タンパク質実験ノート:上:抽出・精製・発現編) 岡田雅人, 宮崎香編 羊土社 2011.10 464.2/オカ/1

1103882
タンパク質をしらべよう 改訂第4版 (無敵のバイオテクニカルシ
リーズ. タンパク質実験ノート:下:機能解析編)

岡田雅人, 三木裕明,
宮崎香編 羊土社 2011.12 464.2/オカ/2

1103872
RNAの基本的な取り扱いから解析手法まで (無敵のバイオテクニ
カルシリーズ. RNA実験ノート:上)

稲田利文, 塩見春彦
編 羊土社 2008.3 464.27/イナ/1

1103874
小分子RNAの解析からRNAiへの応用まで (無敵のバイオテクニカ
ルシリーズ. RNA実験ノート:下)

稲田利文, 塩見春彦
編 羊土社 2008.3 464.27/イナ/2

1105783 生化学 第2版 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ)

小野寺一清, 蕪山由
己人著/講談社サイエ
ンティフィク編 講談社 2014.3 464/オノ

0101805 はじめての生化学 : 生活のなぜ?を知るための基礎知識 平澤栄次著 化学同人 1998.11 464/ヒラ

0110937 バイオフィルム入門 : 環境の世紀の新しい微生物像

日本微生物生態学会
バイオフィルム研究
部会編著 日科技連出版社 2005.10 465/ニホ

1105785
新・微生物学 新装第2版 (新バイオテクノロジーテキストシリー
ズ) 別府輝彦著 講談社 2014.9 465/ヘツ

0110933 微生物の世界 宮道慎二 [ほか] 編集
筑波出版会/丸善
(発売) 2006.7 465/ミヤ

1103871
バイオ実験の進めかた 改訂第3版 (無敵のバイオテクニカルシリー
ズ:特別編) 佐々木博己編集 羊土社 2007.3 467.2/ササ

1103878 PCR実験ノート 改訂第2版 (無敵のバイオテクニカルシリーズ:22) 谷口武利編集 羊土社 2005.11 467.2/タニ

1105047
驚異のエピジェネティクス : 遺伝子がすべてではない!?生命のプ
ログラムの秘密 中尾光善著 羊土社 2014.6 467.21/ナカ

0110816 バイオ実験超基本Q&A : 意外に知らない、いまさら聞けない 大藤道衛著 羊土社 2001.4 467.25/オオ

1103865
DNA実験の基本をマスターする 改訂第3版 (無敵のバイオテクニカ
ルシリーズ. 遺伝子工学実験ノート:上) 田村隆明編 羊土社 2010.1 467.25/タム/1

1103867
遺伝子の発現・機能を解析する 改訂第3版 (無敵のバイオテクニカ
ルシリーズ. 遺伝子工学実験ノート:下) 田村隆明編 羊土社 2010.1 467.25/タム/2

1105277 遺伝子工学 第2版 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ)

村山洋 [ほか] 著/講談
社サイエンティフィ
ク編 講談社 2013.11 467.25/ムラ

1105043
次世代シークエンス解析スタンダード : NGSのポテンシャルを活
かしきるWET&DRY (実験医学:別冊) 二階堂愛編集 羊土社 2014.9 467.3/ニカ
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1105045
今すぐ始めるゲノム編集 : TALEN & CRISPR/Cas9の必須知識と
実験プロトコール (実験医学:別冊. 最強のステップUPシリーズ) 山本卓編 羊土社 2014.4 467.3/ヤマ

1103674 しくみと原理で解き明かす植物生理学 佐藤直樹著 裳華房 2014.7 471.3/サト
1103743 植物の成長 (新・生命科学シリーズ) 西谷和彦著 裳華房 2011.5 471.3/ニシ

1102160 絵とき植物生理学入門 改訂2版
山本良一, 櫻井直樹
共著 オーム社 2007.1 471.3/ヤマ

1103670 植物の生態 : 生理機能を中心に (新・生命科学シリーズ) 寺島一郎著 裳華房 2013.8 471.7/テラ

0110912
水族館学 : 水族館の望ましい発展のために (東海大学自然科学叢
書:1)

鈴木克美, 西源二郎
著 東海大学出版会 2005.2 480.76/スス

0110910 水産動物解剖図譜 新版
廣瀬一美, 鈴木伸洋,
岡本信明共著 成山堂書店 2006.9 481.1/ヒロ

1020526 新応用昆虫学 3訂版 斎藤哲夫 [ほか] 著 朝倉書店 1996.10 486.1/シン

1106133 最新応用昆虫学
田付貞洋, 河野義明
編/嶋田透 [ほか] 著 朝倉書店 2009.4 486.1/タツ

1103863 昆虫生態学 藤崎憲治 [ほか] 著 朝倉書店 2014.3 486.1/フシ
0090263 魚類生理学の基礎 会田勝美編 恒星社厚生閣 2002.12 487.51/アイ
1102217 魚学入門 岩井保著 恒星社厚生閣 2005.3 487.51/イワ

0110905
魚類環境生態学入門 : 渓流から深海まで、魚と棲みかのインター
アクション (東海大学自然科学叢書:2) 猿渡敏郎編著 東海大学出版会 2006.5 487.51/サル

1074268 機能を中心とした図説組織学 第4版

B. Young, J.W.
Heath [著]/山田英智
[ほか] 訳 医学書院 2001.7 491.11/キノ

1102226 組織学研究法 : 理論と術式 佐野豊著 南山堂 2003.10 491.11/サノ

1102227 機能を中心とした図説組織学 第5版
B. Young [ほか] 著/
澤田元 [ほか] 訳 医学書院 2009.3 491.11/ヤン

1066957 人体の構造と機能 (管理栄養士講座)
岸恭一, 石村和敬編
著 建帛社 2005.12 491.3/キシ

1103668 わかりやすい土木の実務 速水洋志著 オーム社 2008.9 510/ハヤ
1104007 ハンディブック土木 第3版 粟津清蔵監修 オーム社 2014.8 510/ハン

1102272 土質力学 第8版
河上房義, 森芳信, 柳
沢栄司共著 森北出版 2012.9 511.3/カワ

1102161 土質試験 : 基本と手引き 第2回改訂版, 訂正

地盤工学会「土質試
験-基本と手引き-」
改訂編集WG編集

地盤工学会/丸善出
版 (発売) 2011.2 511.37/シハ

1074263 建設材料 : 地域環境の創造 青山咸康 [ほか] 編集 朝倉書店 2003.2 511.4/アオ
1102162 測量学 増補版 基礎編 大嶋太市著 共立出版 2009.3 512/オオ
1102223 地形情報処理学 (基礎土木工学シリーズ:26) 星仰著 森北出版 1991.2 512/ホシ

1109726 環境水理学
土木学会水工学委員
会環境水理部会 [編]

土木学会/丸善出版
(発売) 2015.3 517.1/トホ

0094536 水利施設工学 1:基礎 沢田敏男[ほか]共著 朝倉書店 1972 517.6/サワ/1
0094537 水利施設工学 2:各論 沢田敏男[ほか]共著 朝倉書店 1972 517.6/サワ/2

1103740 初心者のための環境評価入門
栗山浩一, 柘植隆宏,
庄子康著 勁草書房 2013.2 519.15/クリ

1103634
Red tides and hypoxia in the sea : dam construction and
environment Kunio Ueda

LAP Lambert
Academic 2014 519.4/UE

1109751 よくわかる水環境と水質 武田育郎著 オーム社 2010.9 519.4/タケ

1020404 沈黙の春
レイチェル・カーソ
ン著/青樹簗一訳 新潮社 1987.5 519/カソ

1103737 環境経済学をつかむ 第2版 (Textbooks tsukamu)
栗山浩一, 馬奈木俊
介著 有斐閣 2012.12 519/クリ

1103846 地域環境科学概論 新版
東京農業大学地域環
境科学部編 理工図書 2014.4 519/トウ

1020617
人と自然にやさしい地域マネージメント : 地域環境管理工学 (地域
環境工学シリーズ:3)

地域環境管理工学編
集委員会編著 農業土木学会 1997.3 519/ヒト

1103848 地球環境論 : 緑の地球と共に生きる

山田悦編著/山下正
和, 森家章雄 [ほか]
著 電気書院 2014.4 519/ヤマ

1102159 環境科学 (地球環境テキストブック) 吉原利一編 オーム社 2010.3 519/ヨシ

0110935 図解バイオエタノール最前線
大聖泰弘, 三井物産
株式会社編 工業調査会 2004.11 575.15/タイ

1105275 バイオ英語入門 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ)
池北雅彦, 田口速男
著 講談社 2013.3 579.9/イケ

1105269
DNAチップ活用テクノロジーと応用 普及版 (CMCテクニカルライ
ブラリー:495. バイオテクノロジーシリーズ) 久原哲監修 シーエムシー出版 2014.4 579.93/テイ

1105273

微生物機能を活用した革新的生産技術の最前線 : ミニマムゲノム
ファクトリーとシステムバイオロジー 普及版 (CMCテクニカルラ
イブラリー:426. バイオテクノロジーシリーズ) 清水昌 [ほか] 編集 シーエムシー出版 2012.6 579.97/シミ

1103680 食と農の社会学 : 生命と地域の視点から (Minerva text library:64)
桝潟俊子, 谷口吉光,
立川雅司編著 ミネルヴァ書房 2014.5 610.4/マス

1105266
農業教育が世界を変える : 未来の農業を担う十勝の農村力 (創成社
新書:52) 門平睦代著 創成社 2014.9 610.7/カト

1103920 食の戦争 : 米国の罠に落ちる日本 (文春新書:927) 鈴木宣弘著 文藝春秋 2013.8 611.3/スス

0057772 飢饉の理論
スティーブン・デブ
ロー著/松井範惇訳 東洋経済新報社 1999.11 611.39/テフ//

1103678 学校給食への地場食材供給 : 地域の畑と学校給食を結ぶ 山田浩子著 農林統計出版 2014.6 611.46/ヤマ
1103916 農業経営学の現代的眺望 李哉泫 [ほか] 編 日本経済評論社 2014.6 611.7/イ
1102224 農業経営入門 (基礎シリーズ) 五味仙衞武編修 実教出版 2000.4 611.7/コミ
1102158 現代農業簿記会計 改訂 古塚秀夫, 高田理著 農林統計出版 2012.7 611.79/フル
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1103838 そうだ、トマトを植えてみよう! : 地域を変える食と農 大塚洋一郎著 ぎょうせい 2014.6 611.9/オオ
1103856 農業と人間 : 食と農の未来を考える (岩波現代全書:014) 生源寺眞一著 岩波書店 2013.10 611/シヨ
1103682 地域からの農業再興 : コミュニティ農業の実例をもとに 蔦谷栄一著 創森社 2014.1 611/ツタ

1103860
知識ゼロからの現代農業入門 : 生産 消費動向 流通 食の安全 制度
国際情勢 八木宏典監修 家の光協会 2013.9 612.1/チシ

1103858 農の再生と食の安全 : 原発事故と福島の2年
小山良太, 小松知未
編著 新日本出版社 2013.9 612.12/コヤ

1102222 農業気象学 坪井八十二編著 養賢堂 1990.3 613.1/ツホ

1105283 よくわかる土と肥料のハンドブック 肥料・施肥編

全国農業協同組合連
合会(JA全農)肥料農
薬部編 農山漁村文化協会 2014.7 613.4/セン

1105285 よくわかる土と肥料のハンドブック 土壌改良編

全国農業協同組合連
合会(JA全農)肥料農
薬部編 農山漁村文化協会 2014.7 613.4/セン

0110954 土壌サイエンス入門
三枝正彦, 木村眞人
編 文永堂出版 2005.8 613.5/サイ

1051885
環境問題への土壌物理学の応用 (環境土壌物理学 : 耕地生産力の向
上と地球環境の保全:3)

ダニエル・ヒレル著/
岩田進午, 内嶋善兵
衛監訳 農林統計協会 2001.9 613.52/ヒレ/3

1083370 農業農村工学ハンドブック 改訂7版 本編 農業農村工学会編 農業農村工学会 2010.8 614/ノウ
1083371 農業農村工学ハンドブック 改訂7版 基礎編 農業農村工学会編 農業農村工学会 2010.8 614/ノウ

1105271
アグリバイオビジネス : その魅力と技術動向 普及版 (CMCテクニ
カルライブラリー:507. バイオテクノロジーシリーズ) 美濃部侑三監修 シーエムシー出版 2014.7 615.21/アク

1102157 植物育種学 : 交雑から遺伝子組換えまで 鵜飼保雄著 東京大学出版会 2003.3 615.21/ウカ
1020519 植物遺伝育種学 武田和義著 裳華房 1993.1 615.21/タケ

1102136 植物育種学 第4版
西尾剛, 吉村淳編/西
尾剛 [ほか] 著 文永堂出版 2012.3 615.21/ニシ

0110924 植物保護 (新農学シリーズ)
一谷多喜郎, 中筋房
夫著 朝倉書店 2000.4 615.8/イチ

0110922 最新植物病理学 奥田誠一 [ほか] 著 朝倉書店 2004.9 615.81/オク
0110920 新編植物病理学概論 訂正第7版 久能均 [ほか] 共著 養賢堂 2005.3 615.81/クノ
0037504 総合的害虫管理学 中筋房夫著 養賢堂 1997.4 615.86/ナカ//

0110928 農薬の科学 : 生物制御と植物保護
桑野栄一, 首藤義博,
田村廣人編著 朝倉書店 2004.10 615.87/クワ

0110926 農薬学 佐藤仁彦, 宮本徹編 朝倉書店 2003.9 615.87/サト

1103840
図解でよくわかる農薬のきほん : 農薬の選び方・使い方から、安
全性、種類、流通まで (すぐわかるすごくわかる!) 寺岡徹監修 誠文堂新光社 2014.5 615.87/スカ

1102218 植物生産技術学
秋田重誠, 塩谷哲夫
編 文永堂出版 2006.7 615/アキ

1109774 アジア・アフリカの稲作 : 多様な生産生態と持続的発展の道 堀江武編著 農山漁村文化協会 2015.6 616.2/ホリ
1105788 田んぼの不思議 (自然と生きる) 安室知著 小峰書店 2013.11 616.2/ヤス

1103850 野菜園芸学の基礎 (農学基礎シリーズ) 篠原温編著 農山漁村文化協会 2014.3 626/シノ

1103662 動物応用科学の展開 : 人と動物との共生をめざして
植竹勝治, 大木茂編
著 養賢堂 2011.3 640.1/ウエ

1103660 畜産学入門
唐澤豊, 大谷元, 菅原
邦生編 文永堂出版 2012.6 640.1/カラ

0110938 新編畜産学概論 佐々木義之編著 養賢堂 2000.10 640.1/ササ
0110939 新編畜産学概論 佐々木義之編著 養賢堂 2000.10 640.1/ササ
1106132 最新畜産ハンドブック 扇元敬司 [ほか] 編 講談社 2014.7 640.36/オウ
1102225 動物飼養学 石橋晃 [ほか] 著 養賢堂 2011.3 643.4/イシ
0036115 粗飼料・草地ハンドブック 高野信雄[ほか]著 養賢堂 1989.10 643.4/ソシ

1102909 基礎家畜飼養学 改訂版, 訂正第2版 亀高正夫 [ほか] 共著 養賢堂 1997.4 643/カメ

1078246 新編家畜比較解剖図説 上巻
加藤嘉太郎, 山内昭
二共著 養賢堂 2003 649.1/カト/1

1074266 新編家畜比較解剖図説 下巻
加藤嘉太郎, 山内昭
二共著 養賢堂 2003 649.1/カト/2

1102216 家畜生理学 第二次改訂増補
津田恒之, 小原嘉昭,
加藤和雄著 養賢堂 2012.3 649.2/ツタ

0111196 昆虫たちの森 (日本の森林/多様性の生物学シリーズ:5) 鎌田直人著 東海大学出版会 2005.3 653.17/カマ

1102271
森里海 (もりさとうみ) 連環学 : 森から海までの統合的管理を目指
して : 東日本大震災の復興の中で 改訂増補

京都大学フィールド
科学教育研究セン
ター編

京都大学学術出版
会 2011.9 656.5/キヨ

1105281 最新水産ハンドブック 島一雄 [ほか] 編 講談社 2012.6 660.36/シマ
1102219 魚をとりながら増やす (ベルソーブックス:001) 松宮義晴著 成山堂書店 2000.4 663.6/マツ

1102220 次世代の水産バイオテクノロジー (東京水産大学公開講座:第25回) 隆島史夫編 成山堂書店 2000.4 666.11/タカ
1105050 養殖の餌と水 : 陰の主役たち 増補改訂版 杉田治男編 恒星社厚生閣 2014.9 666.13/スキ
1102270 外食産業の時代 茂木信太郎著 農林統計協会 2005.7 673.97/モキ

1074234 現代流通入門 (有斐閣ブックス:[450])
加藤義忠, 齋藤雅通,
佐々木保幸編 有斐閣 2007.5 675.4/カト

1103843 TPPの何が問題か 天笠啓祐著 緑風出版 2014.5 678.3/アマ

1103676 TPP交渉の論点と日本 : 国益をめぐる攻防
石川幸一, 馬田啓一,
渡邊頼純編著 文眞堂 2014.6 678.3/イシ
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