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分野 書名 編集者／著者 出版社名
プリント版
出版年

1 化学 新装版 英和学習基本用語辞典 化学 新井正明 アルク 2009
2 化学 化学大辞典下（付録・総索引） 化学大辞典編集委員会 共立出版 1960
3 化学 化学大辞典上（アーシ） 化学大辞典編集委員会 共立出版 1960
4 化学 化学大辞典中（スーワ） 化学大辞典編集委員会 共立出版 1960

5 化学 化学工学入門
化学工学編修委員会，藤
田　重文，森川　清，中村
喜一郎

実教出版 1998

6 化学 化学入門 井口　洋夫，木下　實 実教出版 1998

7 化学 生命科学のための基礎シリーズ　化学
大島　泰郎，太田　博道，
岩村　道子，大場　茂，西
山　繁

実教出版 2002

8 化学 専門基礎ライブラリー　基礎化学１　物質の構成と変化 金原　粲 実教出版 2006
9 化学 専門基礎ライブラリー　基礎化学２　化学反応と有機材 金原　粲 実教出版 2006

10 化学 物理化学 三訂版 (SI単位版) 白井道雄 実教出版 1999

11 化学 応用化学シリーズ１．無機工業化学
太田健一郎、仁科辰夫、
佐々木健

朝倉書店 2002

12 化学 応用化学シリーズ２．有機資源化学
多賀谷英幸、進藤隆世
志、大塚康夫

朝倉書店 2002

13 化学 応用化学シリーズ３．高分子工業化学 山岡亜夫 朝倉書店 2003

14 化学 応用化学シリーズ４．化学工学の基礎
柘植秀樹、上ノ山周、佐
藤正之

朝倉書店 2000

15 化学 応用化学シリーズ５．機能性セラミックス化学
掛川一幸、山村博、植松
敬三

朝倉書店 2004

16 化学 応用化学シリーズ６．触媒化学
上松敬禧、中村潤児、内
藤周弌、三浦弘

朝倉書店 2004

17 化学 応用化学シリーズ７．電気化学の基礎と応用 朝倉書店 2004
18 化学 化学工学ハンドブック 荻野文丸総編集 朝倉書店 2004
19 化学 顔料の事典 伊藤征司郎総編集 朝倉書店 2000
20 化学 分離分析化学事典 日本分析化学会編 朝倉書店 2001
21 化学 アミノ酸　－タンパク質と生命活動の化学－ 船山信次 東京電機大学出版局 2009

22 化学 一流の科学者が書く英語論文
アン・Ｍ・コーナー著／瀬
野悍二訳・編

東京電機大学出版局 2010

23 化学 化学計算法シリーズ：物理化学の計算法 鈴木長寿・瀧上文雄ほか 東京電機大学出版局 1997
24 化学 化学工学の基礎 鈴木善孝 東京電機大学出版局 2010
25 科学技術 エネルギー施設工学 狩野鍄一ほか コロナ社 1987
26 科学技術 コンピュータ機械工学 矢川元基ほか コロナ社 1990
27 科学技術 システム工学 足立紀彦ほか コロナ社 1996
28 科学技術 ディジタル回路 高橋寛ほか コロナ社 1996
29 科学技術 マイクロ波・光工学 宮内一洋ほか コロナ社 1989
30 科学技術 音響振動工学 西山静男ほか コロナ社 1979
31 科学技術 改訂 回路理論（1） 石井順也 コロナ社 1998
32 科学技術 改訂 回路理論（2） 石井順也 コロナ社 1998
33 科学技術 改訂 内燃機関 廣安博之ほか コロナ社 1999
34 科学技術 海岸工学 服部昌太郎 コロナ社 1987
35 科学技術 基礎システム理論 古田勝久ほか コロナ社 1978
36 科学技術 基礎ディジタル制御 美多勉ほか コロナ社 1988
37 科学技術 基礎電気回路（1） 羽鳥孝三 コロナ社 1983
38 科学技術 基礎電気回路（2） 羽鳥孝三 コロナ社 1985
39 科学技術 基礎電子回路 原田耕介ほか コロナ社 1985
40 科学技術 基礎電子計算機 鈴木久喜ほか コロナ社 1988
41 科学技術 基礎電子物性工学 川辺和夫ほか コロナ社 1979
42 科学技術 機械加工学 中島利勝ほか コロナ社 1983
43 科学技術 機械材料学 須藤一 コロナ社 1985
44 科学技術 機械力学 三輪修三ほか コロナ社 1984
45 科学技術 建設マネジメント 馬場敬三 コロナ社 1996
46 科学技術 原子工学概論 都甲泰正ほか コロナ社 1987
47 科学技術 交通工学 大蔵泉 コロナ社 1993
48 科学技術 光・量子エレクトロニクス 藤岡知夫ほか コロナ社 1991
49 科学技術 工業熱力学（1） 伊藤猛宏ほか コロナ社 1988
50 科学技術 工業熱力学（2） 伊藤猛宏 コロナ社 1994
51 科学技術 構造力学 青木徹彦 コロナ社 1986
52 科学技術 材料力学 西谷弘信 コロナ社 1994
53 科学技術 蒸気原動機 谷口博ほか コロナ社 1989
54 科学技術 新電磁気計測 大照完ほか コロナ社 1988
55 科学技術 水理学 鮏川登 コロナ社 1987
56 科学技術 制御工学 須田信英 コロナ社 1987
57 科学技術 生産工学 岩田一明ほか コロナ社 1988
58 科学技術 塑性学 後藤學 コロナ社 1982
59 科学技術 弾性学 阿部博之ほか コロナ社 1983
60 科学技術 地盤工学 海野隆哉 コロナ社 1993
61 科学技術 通信網・交換工学 雁部頴一 コロナ社 1977



62 科学技術 伝送回路 古賀利郎 コロナ社 1978
63 科学技術 電子デバイス工学 藤井忠邦 コロナ社 1988
64 科学技術 電子工学概論 奥田孝美 コロナ社 1983
65 科学技術 電磁気学 熊谷信昭監修 コロナ社 1979
66 科学技術 電波伝送工学 安達三郎ほか コロナ社 1981
67 科学技術 電力系統工学 関根泰次ほか コロナ社 1979
68 科学技術 電力伝送工学 木下仁志ほか コロナ社 1983
69 科学技術 土木応用数学 北田俊行 コロナ社 1986
70 科学技術 土木計画学 川北米良編著 コロナ社 1994
71 科学技術 土木工学序論 伊藤學編著 コロナ社 1989
72 科学技術 燃焼工学 大竹一友ほか コロナ社 1994
73 科学技術 半導体デバイス工学 石原宏 コロナ社 1990
74 科学技術 油空圧工学 山口惇ほか コロナ社 1986
75 科学技術 溶融加工学 大中逸雄ほか コロナ社 1987
76 科学技術 流体機械の基礎 井上雅弘ほか コロナ社 1989
77 科学技術 流体力学の基礎（1） 中林功一ほか コロナ社 1993
78 科学技術 流体力学の基礎（2） 中林功一ほか コロナ社 1993
79 科学技術 量子力学概論 権藤靖夫 コロナ社 1991

80 科学技術 エネルギ機械
渡部　一郎，内田　秀雄，
植田　辰洋，小茂鳥　和
生，安藤　常世

実教出版 1998

81 科学技術 システム制御理論入門  (実教理工学全書) 小郷寛・美多勉 実教出版 1979
82 科学技術 基礎力学演習 工業熱力学 改訂版 宮部英也・斎藤孟 実教出版 1987
83 科学技術 基礎力学演習 材料力学  (実教理工学全書) 宮本博・ 国尾武 実教出版 1975
84 科学技術 機械要素概論　１ 力学・材料・機械要素など 林　洋次 実教出版 1998
85 科学技術 機械要素概論　２　機構・伝達・ブレーキなど 林　洋次 実教出版 1998
86 科学技術 機構学  (実教理工学全書) 森田鈞 実教出版 1974

87 科学技術 橋梁
近藤　泰夫，山之内　繁
夫，岩村　豊次，太田
稔，黒田　輝男

実教出版 1998

88 科学技術 建築構造設計入門 藤本　盛久，和田　章 実教出版 1999
89 科学技術 建築構造力学入門 藤本　盛久，和田　章 実教出版 1999
90 科学技術 建築施工入門 井上　司郎 実教出版 1998
91 科学技術 工業安全 内藤　道夫 実教出版 1998

92 科学技術 工業力学　(専門基礎ライブラリー)
金原粲・末益 博志・金原
勲・鈴木浩治

実教出版 2006

93 科学技術 最新マルティメディア技術とその応用 伏見　正則，岩本　洋 実教出版 2005

94 科学技術 最新建築製図

赤地　龍馬，大庭　孝雄，
菊池　貞介，黒崎　利之，
小池　逸朗，塩澤　泰，深
井　重則，吉野　博行

実教出版 2003

95 科学技術 最新土木製図 藤野　陽三 実教出版 2003

96 科学技術 情報メディア入門
高橋　参吉，立田　ルミ，
西野　和典，野村　典子

実教出版 2002

97 科学技術 新版図説機械用語事典
淺岡　廣一，外山　圭佑，
三上　勝

実教出版 2009

98 科学技術 新版図説電気・電子用語事典

新井　芳明，水谷　徹博，
粉川　昌巳，坂田　安永，
菅原　博宜，關　敏昭，並
木　正則

実教出版 2009

99 科学技術 新版図説土木用語事典 土木出版企画委員会 実教出版 2005

100 科学技術 水理学入門
岩佐　義朗，花房　保，河
野　良雄，山本　宏，吉岡
幸男

実教出版 1998

101 科学技術 専門基礎ライブラリー　機械力学
金原　粲，末益　博志，金
原　勲

実教出版 2007

102 科学技術 専門基礎ライブラリー　電気・電子の基礎
毛塚　博史，中野　善明，
光井　俊治

実教出版 2006

103 科学技術 専門基礎ライブラリー　電気回路
金原　粲，高田　進，加藤
政一

実教出版 2008

104 科学技術 専門基礎ライブラリー　電磁気学
金原　粲，梶谷　剛，濱島
高太郎，塚田啓二，杉本
秀彦

実教出版 2007

105 科学技術 大学基礎 材料力学  (実教理工学全書)
三好利郎・白鳥正樹・尾
田十八

実教出版 1975

106 科学技術 電気・電子概論 伊理　正夫 実教出版 1998
107 科学技術 電気・電子計測入門 中本高道 実教出版 2002
108 科学技術 電気理論入門　１ 片岡　昭雄 実教出版 1998
109 科学技術 電気理論入門　２ 片岡　昭雄 実教出版 1998
110 科学技術 電子回路入門 末松　安晴，藤井　信生 実教出版 1999
111 科学技術 電波工学の基礎 本郷廣平 実教出版 1983
112 科学技術 電力技術入門 石井　彰三 実教出版 1999

113 科学技術 土質力学入門
赤井　浩一，能城　正治，
林田　師照，安川　郁夫

実教出版 1998



114 科学技術 土木応用力学入門
奥村　敏恵，三宅　政光，
浅賀　栄三，岩崎　恒男，
森野　安信

実教出版 1998

115 科学技術 内燃機関工学  (実教理工学全書) 小茂鳥和生・渡部英一 実教出版 1975
116 科学技術 熱機関演習 斎藤孟ほか 実教出版 1985

117 科学技術 標準　自動制御
増田良介・加藤誠・高橋
宏次

実教出版 1999

118 科学技術 例題と演習で理解する基礎半導体工学 林敏也 実教出版 1996

119 科学技術 日中英機械対照用語辞典
日中英用語辞典編集委
員会編

朝倉書店 1996

120 科学技術
[MATLABシリーズ]  ＭＡＴＬＡＢによる振動工学：基礎か
らマルチボディダイナミクスまで

小林信之：杉山博之 東京電機大学出版局 2008

121 科学技術
[MATLABシリーズ]  ＭＡＴＬＡＢによる制御のための上級
システム同定

足立修一 東京電機大学出版局 2004

122 科学技術 [MATLABシリーズ]  ＭＡＴＬＡＢによる誘導制御系の設 江口弘文 東京電機大学出版局 2004

123 科学技術
[わかりやすい機械教室] 機械の設計　考え方解き方
（第３版）

東京電機大学（編） 東京電機大学出版局 2006

124 科学技術 [わかりやすい機械教室] 機械力学　考え方解き方 小山十郎 東京電機大学出版局 1994
125 科学技術 [わかりやすい機械教室] 空気圧の基礎と応用 高橋　徹 東京電機大学出版局 1995
126 科学技術 [わかりやすい機械教室] 材料力学　考え方解き方 萩原国雄 東京電機大学出版局 1994
127 科学技術 [わかりやすい機械教室] 熱力学　考え方解き方 小林恒和 東京電機大学出版局 1997
128 科学技術 [わかりやすい機械教室] 油圧の基礎と応用 高橋　徹 東京電機大学出版局 1997
129 科学技術 [わかりやすい機械教室] 流体の基礎と応用 （改訂） 森田泰司 東京電機大学出版局 1997
130 科学技術 [環境・工学基礎] Ｊａｖａで学ぶ数値解析 和光システム研究所 東京電機大学出版局 2005
131 科学技術 [環境・工学基礎] エネルギー変換工学 柳父　悟・西川尚男 東京電機大学出版局 2004
132 科学技術 [環境・工学基礎] マルチボディダイナミクスの基礎 田島　洋 東京電機大学出版局 2006

133 科学技術
[環境・工学基礎] わかりやすい上水道と給水装置：　給
水装置工事主任技術者試験基礎テキスト（第４版）

栄森康治郎 東京電機大学出版局 2005

134 科学技術 [環境・工学基礎] 環境科学の基礎 岡本博司 東京電機大学出版局 2002
135 科学技術 [環境・工学基礎] 環境問題へのアプロ－チ 有田正光：石村多門 東京電機大学出版局 2001
136 科学技術 [環境・工学基礎] 光技術入門 堀内敏行 東京電機大学出版局 2005
137 科学技術 [環境・工学基礎] 合成開口レーダの基礎 大内和夫 東京電機大学出版局 2004
138 科学技術 [環境・工学基礎] 水理学の基礎 有田正光 東京電機大学出版局 2006
139 科学技術 [環境・工学基礎] 水理学演習 有田正光：中井正則 東京電機大学出版局 1999
140 科学技術 [環境・工学基礎] 生物圏の環境 有田正光：池田裕一 東京電機大学出版局 2007
141 科学技術 [環境・工学基礎] 大気圏の環境 有田正光：岡本博司 東京電機大学出版局 2000
142 科学技術 [環境・工学基礎] 低温工学概論：超伝導技術を支えるも 荻原宏康 東京電機大学出版局 1999
143 科学技術 [環境・工学基礎] 電力自由化と技術開発 横山隆一（監修） 東京電機大学出版局 2001

144 科学技術
[機械・ロボット]  ナノスケ－ルサ－ボ制御：高速・高精度
に位置を決める技術

山口高司：平田光男 東京電機大学出版局 2007

145 科学技術
[機械・ロボット]  ヒュ－マノイド工学：生物進化から学ぶ
２関節筋ロボット機構

精密工学会 東京電機大学出版局 2006

146 科学技術
[機械・ロボット]  強度設計のためのＣＡＥ入門：　有限要
素法活用のノウハウ

栗山好夫：笹川宏之 東京電機大学出版局 2008

147 科学技術 [機械・ロボット]  初めて学ぶＰＩＤ制御の基礎 江口弘文 東京電機大学出版局 2006
148 科学技術 [機械・ロボット]  初めて学ぶ基礎ロボット工学 小川鉱一：加藤了三 東京電機大学出版局 1998
149 科学技術 [機械・ロボット]  初めて学ぶ基礎機械システム 小川鉱一 東京電機大学出版局 2001
150 科学技術 [機械・ロボット]  初めて学ぶ基礎制御工学 第２版 森政弘：小川鉱一 東京電機大学出版局 2001
151 科学技術 [機械・ロボット]  初めて学ぶ現代制御の基礎 江口弘文：大屋勝敬 東京電機大学出版局 2007
152 科学技術 [機械・ロボット]  図解機械材料（第３版） 打越二彌 東京電機大学出版局 2001
153 科学技術 [機械・ロボット]  油圧制御システム 小波倭文朗：西海孝夫 東京電機大学出版局 1999
154 科学技術 [自動車工学]  自動車材料入門 高行男 東京電機大学出版局 2009
155 科学技術 [電気]  パワ－エレクトロニクスとその応用：省エネ・エコ 岸敬二 東京電機大学出版局 2008
156 科学技術 [電気]  学生のための電気回路 井出英人 東京電機大学出版局 2008
157 科学技術 [電気]  新入生のための電気工学 東京電機大学 東京電機大学出版局 2007
158 科学技術 [電気]  電気回路の基礎 足立修一：森大毅 東京電機大学出版局 2007
159 科学技術 [電気]  入門回路理論 東京電機大学 東京電機大学出版局 2005
160 科学技術 [電気]  入門電磁気学 東京電機大学 東京電機大学出版局 2006

161 科学技術
[未来技術]  エレクトリックエンジン・カ－：新しい自動車
時代のはじまり

藤中正治 東京電機大学出版局 2003

162 科学技術 [未来技術]  超伝導の基礎 第３版 丹羽雅昭 東京電機大学出版局 2009
163 科学技術 [理工学講座] アンテナおよび電波伝搬 三輪　進・加来信之 東京電機大学出版局 1999
164 科学技術 [理工学講座] エレクトロニクスのための過渡現象 窪田忠弘 東京電機大学出版局 1983
165 科学技術 [理工学講座] パワーエレクトロニクスの基礎 岸　敬二 東京電機大学出版局 1996
166 科学技術 [理工学講座] 加工の力学入門 臼井英治・白樫高洋 東京電機大学出版局 1996
167 科学技術 [理工学講座] 過渡現象の基礎 宇野辛一 東京電機大学出版局 1969

168 科学技術 [理工学講座] 改訂　物理学
青野朋義・阿部陽一・尾
林見郎・加瀬邦夫

東京電機大学出版局 1992

169 科学技術 [理工学講座] 改訂　量子物理学入門
青野朋義・尾林見郎・木
下　彬

東京電機大学出版局 1995

170 科学技術 [理工学講座] 基礎　電気・電子工学 （第２版）
宮入庄太・磯部直吉・前
田明志

東京電機大学出版局 2000

171 科学技術 [理工学講座] 機械製作法要論 臼井英治・松村隆 東京電機大学出版局 1999
172 科学技術 [理工学講座] 気体放電の基礎 武田　進 東京電機大学出版局 1990
173 科学技術 [理工学講座] 交流回路 （改訂） 宇野辛一・磯部直吉 東京電機大学出版局 1991



174 科学技術 [理工学講座] 光ファイバ通信概論 榛葉　實 東京電機大学出版局 1999
175 科学技術 [理工学講座] 高周波電磁気学 三輪　進 東京電機大学出版局 1992
176 科学技術 [理工学講座] 材料力学 山本善之（編著） 東京電機大学出版局 1996
177 科学技術 [理工学講座] 照明工学講義 （新訂版） 関　重広 東京電機大学出版局 1987
178 科学技術 [理工学講座] 数値電界計算の基礎と応用 宅間　董・濵田昌司 東京電機大学出版局 2006

179 科学技術 [理工学講座] 制御工学　下
深海登世司・藤巻忠雄
（監修）

東京電機大学出版局 1996

180 科学技術 [理工学講座] 制御工学　上 （改訂）
深海登世司・藤巻忠雄
（監修）

東京電機大学出版局 1995

181 科学技術 [理工学講座] 生体システム工学入門 橋本成広 東京電機大学出版局 1996
182 科学技術 [理工学講座] 通信ネットワーク 荒谷孝夫 東京電機大学出版局 1997
183 科学技術 [理工学講座] 電気機器要論 磯部直吉 東京電機大学出版局 1977
184 科学技術 [理工学講座] 電気通信概論　第３版 荒谷孝夫 東京電機大学出版局 2000
185 科学技術 [理工学講座] 電気電子材料 松葉博則 東京電機大学出版局 1998
186 科学技術 [理工学講座] 電子回路通論　下 中村欽雄 東京電機大学出版局 1993
187 科学技術 [理工学講座] 電子回路通論　上 中村欽雄 東京電機大学出版局 1989
188 科学技術 [理工学講座] 電子計測 小滝國雄・島田和信 東京電機大学出版局 1996
189 科学技術 [理工学講座] 電子物性工学 今村舜仁 東京電機大学出版局 1996
190 科学技術 [理工学講座] 電磁気学 東京電機大学（編） 東京電機大学出版局 1978
191 科学技術 [理工学講座] 電波の基礎と応用 三輪　進 東京電機大学出版局 2000
192 科学技術 [理工学講座] 電力系統工学 柳父　悟・加藤政一 東京電機大学出版局 2006
193 科学技術 [理工学講座] 統計力学演習 桂　重俊、井上　真 東京電機大学出版局 1993
194 科学技術 [理工学講座] 半導体工学 （第２版） 東京電機大学（編） 東京電機大学出版局 1987
195 科学技術 [理工学講座] 無線機器システム 萩野芳造・小滝國雄 東京電機大学出版局 1994
196 科学技術 [理工学講座] 量子力学演習 桂　重俊・井上　真 東京電機大学出版局 1993
197 科学技術 [理工学講座] 量子力学概論 篠原正三 東京電機大学出版局 1990

198 科学技術 3次元画像処理入門
鳥脇純一郎 監修／村上
伸一 著

東京電機大学出版局 2010

199 科学技術 カーエアコン　－熱マネジメント・エコ技術－
藤原健一 監修／カーエ
アコン研究会 編著

東京電機大学出版局 2009

200 科学技術 システム同定の基礎 足立修一 東京電機大学出版局 2009

201 科学技術
シミュレーションによるシステムダイナミックス入門　－
CD-ROM付－

土金達男 東京電機大学出版局 2005

202 科学技術
モデリングとフィードバック制御  －動的システムの解析
－

古田勝久・畠山省四朗・
野中謙一郎

東京電機大学出版局 2001

203 科学技術 よくわかるメカトロニクス 見崎正行・小峯龍男 東京電機大学出版局 2009
204 科学技術 演習 工業力学 一柳信彦・高久和彦 東京電機大学出版局 1998

205 科学技術 画像処理応用システム
精密工学会画像応用技
術専門委員会編

東京電機大学出版局 2000

206 科学技術 画像処理工学 村上伸一 東京電機大学出版局 2004
207 科学技術 基礎 自動車工学 野崎博路 東京電機大学出版局 2008
208 科学技術 基礎テキスト 回路理論 間邊幸三郎 東京電機大学出版局 1999
209 科学技術 基礎テキスト 電気応用と情報技術 前田隆文 東京電機大学出版局 1999
210 科学技術 基礎テキスト 電気理論 間邊幸三郎 東京電機大学出版局 1998
211 科学技術 機械計算法シリーズ：油圧・空気圧の計算法 高橋徹 東京電機大学出版局 2000
212 科学技術 機械力学と構造 小峯龍男 東京電機大学出版局 1999
213 科学技術 機構学入門 高行男 東京電機大学出版局 2008
214 科学技術 工業材料入門 冨士明良 東京電機大学出版局 2009

215 科学技術 構造力学I
岡田清監修／福本ユウ
士編著

東京電機大学出版局 2008

216 科学技術 構造力学II
岡田清監修／福本ユウ
士編著

東京電機大学出版局 2008

217 科学技術 材料力学 考え方・解き方 第4版 萩原國雄 東京電機大学出版局 2010
218 科学技術 自動車エンジン工学 第2版 村山正・常本秀幸 東京電機大学出版局 2009
219 科学技術 自動車の運動と制御  －車両運動力学の理論形成と応 安部正人 東京電機大学出版局 2008

220 科学技術 自動車の走行性能と試験法
茄子川捷久・宮下義孝・
汐川満則

東京電機大学出版局 2008

221 科学技術 自動車工学
樋口健治監修／自動車
工学編集委員会編著

東京電機大学出版局 2008

222 科学技術 自動車用タイヤの基礎と実際 株式会社ブリヂストン編 東京電機大学出版局 2008
223 科学技術 初めて学ぶ基礎エンジン工学 長山勲 東京電機大学出版局 2008
224 科学技術 色彩工学 第2版 大田登 東京電機大学出版局 2001
225 科学技術 図解 溶接の技術読本 2訂版 應和俊雄・上田敬三郎 東京電機大学出版局 1992

226 科学技術 水圏の環境
有田正光編著／池田裕
一ほか著

東京電機大学出版局 1998

227 科学技術 測量学 岡田清監修／森忠次編 東京電機大学出版局 2008
228 科学技術 直流送電工学  －パワーエレクトロニクス応用－ 町田武彦編著 東京電機大学出版局 1999
229 科学技術 電気材料 －新材料利用の方向づけ－ 改訂新版 田中政直 東京電機大学出版局 1989

230 科学技術
電気自動車の制御システム　－電池・モータ・エコ技術
－

廣田幸嗣・足立修一 編著
／出口欣高・小笠原悟司
著

東京電機大学出版局 2009

231 科学技術 科学技術45万語英和対訳大辞典 日外アソシエーツ 日外アソシエイツ 2001
232 科学技術 キーワードで読む建築・都市の環境管理事典 日本環境管理学会 理工図書 2006

233 科学技術 工学倫理　－応用倫理学の接点－
高橋隆雄、尾原祐三、広
川　明

理工図書 2007



234 経済・経営学 日本の産業システム　１　エネルギー産業の変革
総編集＝植草益/植草益
編

NTT出版 2004

235 経済・経営学 日本の産業システム　２　素材産業の新展開
総編集＝植草益/植草
益・大川三千男・冨浦梓

NTT出版 2004

236 経済・経営学 日本の産業システム　３　サイエンス型産業
総編集＝植草益/後藤
晃・小田切宏之　編

NTT出版 2003

237 経済・経営学 日本の産業システム　４　機械産業の新展開
総編集＝植草益/森谷正
規　編

NTT出版 2003

238 経済・経営学 日本の産業システム　５　情報経済システム
総編集＝植草益/林敏彦
編

NTT出版 2003

239 経済・経営学 日本の産業システム　６　新流通産業
総編集＝植草益/伊藤元
重　編

NTT出版 2005

240 経済・経営学 日本の産業システム　７　生活直結産業
総編集＝植草益/島田晴
雄　編

NTT出版 2003

241 経済・経営学 日本の産業システム　８　都市デザイン
総編集＝植草益/竹内佐
和子　編

NTT出版 2003

242 経済・経営学 日本の産業システム　９　金融サービス
総編集＝植草益/堀内昭
義　池尾和人　編

NTT出版 2004

243 経済・経営学 【経営学イノベーション１】経営学入門 十川廣國著 中央経済社 2006
244 経済・経営学 【経営学イノベーション２】経営戦略論 十川廣國編著 中央経済社 2006
245 経済・経営学 【経営学イノベーション３】経営組織論 十川廣國編著 中央経済社 2006
246 自然科学 自然保護ハンドブック 沼田眞編 朝倉書店 1998
247 自然科学 産業災害全史（シリーズ 災害・事故史 4） 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2010

248 自然科学 台風・気象災害全史（シリーズ 災害・事故史 3）
宮澤 清治，日外アソシ
エーツ

日外アソシエーツ 2008

249 自然科学 地震・噴火災害全史（シリーズ 災害・事故史 2）
災害情報センター，日外
アソシエーツ

日外アソシエーツ 2008

250 自然科学 鉄道・航空機事故全史（シリーズ 災害・事故史 1）
災害情報センター，日外
アソシエーツ

日外アソシエーツ 2007

251 情報工学 アルゴリズムとデータ構造
K. メールホルン／S. サン
ダース　　浅野　哲夫　訳

シュプリンガー・ジャパン 2009

252 情報工学 ＯＲの基礎 ＡＨＰから最適化まで 加藤豊・小沢正典 実教出版 1998

253 情報工学 ＯＲ入門 意思決定の基礎
小和田正・沢木勝茂・加
藤豊

実教出版 1984

254 情報工学 [画像電子シリーズ] カラー画像処理とデバイス
小松尚久・河村尚登（監
修）

東京電機大学出版局 2004

255 情報工学
[画像電子シリーズ] カラ－マネジメント技術：拡張色空
間とカラ－アピアランス

画像電子学会：河村尚登 東京電機大学出版局 2008

256 情報工学 [画像電子シリーズ] ディジタル情報流通システム 曽根原　登（監修） 東京電機大学出版局 2005

257 情報工学 [画像電子シリーズ] ビジュアルコンピューティング
西田友是・近藤邦雄・藤
代一成（監修）／他12名

東京電機大学出版局 2006

258 情報工学 [画像電子シリーズ] 指紋認証技術 星野幸夫（監修）／他14 東京電機大学出版局 2005

259 情報工学 [画像電子シリーズ] 電子透かし技術
小松尚久・田中賢一（監
修）／他16名

東京電機大学出版局 2004

260 情報工学 [無線・通信]  ＧＰＳのための実用プログラミング 坂井丈泰 東京電機大学出版局 2007

261 情報工学
[無線・通信]  スペクトラム拡散技術のすべて：ＣＤＭＡか
らＩＭＴ－２０００，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈまで

松尾憲一 東京電機大学出版局 2002

262 情報工学
[無線・通信]  センサネットワ－ク技術：ユビキタス情報環
境の構築に向けて

安藤繁 東京電機大学出版局 2005

263 情報工学
[無線・通信]  ユビキタス時代のアンテナ設計：　広帯
域，マルチバンド，至近距離通信のための最新技術

根日屋英之：小川真紀 東京電機大学出版局 2005

264 情報工学
[無線・通信]  ユビキタス無線ディバイス：　ＩＣカ－ド・ＲＦ
タグ・ＵＷＢ・ＺｉｇＢｅｅ・可視光

根日屋英之：小川真紀 東京電機大学出版局 2005

265 情報工学
[無線・通信]  ワイヤレスブロ－ドバンド技術：ＩＥＥＥ　８０
２と４Ｇ携帯の展開，ＯＦＤＭとＭＩＭ

根日屋英之：小川真紀 東京電機大学出版局 2006

266 情報工学 [無線・通信]  技術史から学ぶ情報学 小山田了三：小山田隆信 東京電機大学出版局 2007
267 情報工学 [無線・通信]  情報通信基礎 三輪進 東京電機大学出版局 2003
268 情報工学 GPS技術入門 坂井丈泰 東京電機大学出版局 2003

269 情報工学 MATLAB/SimulinkによるCDMA
真田幸俊・サイバネットシ
ステム著

東京電機大学出版局 2000

270 情報工学 MATLABによるディジタル信号とシステム 足立修一 東京電機大学出版局 2002
271 情報工学 MATLABによる制御のためのシステム同定 足立修一 東京電機大学出版局 1996
272 情報工学 MATLABによる制御系設計 野波健蔵編著 東京電機大学出版局 1998
273 情報工学 MATLABによる制御工学 足立修一 東京電機大学出版局 1999
274 情報工学 MATLABによる制御理論の基礎 野波健蔵編著 東京電機大学出版局 1998
275 情報工学 ディジタル／アナログ違いのわかるIC回路セミナー 白土義男 東京電機大学出版局 1999
276 情報工学 マルチメディア通信工学 村上伸一 東京電機大学出版局 2002
277 情報工学 よくわかるワイヤレス通信 田中博・風間宏志 東京電機大学出版局 2009
278 情報工学 リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎 第2 大内和夫 東京電機大学出版局 2009
279 情報工学 高周波の基礎 三輪進 東京電機大学出版局 2001
280 情報工学 生産管理工学　－理論と実際－ 冨士明良 東京電機大学出版局 2009

281 情報工学
生体のふるえと振動知覚　－メカニカルバイブレーション
の機能評価－

バイオメカニズム学会 編
／坂本和義・清水豊・水
戸和幸・高野倉雅人 著

東京電機大学出版局 2009



282 情報工学 臨床工学テキスト 生体機能代行装置学　－血液浄化－
海本浩一・北村洋・岩谷
博次・平井康裕

東京電機大学出版局 2010

283 数学 新装版 英和学習基本用語辞典 数学 高橋伯也" アルク 2009
284 数学 30講シリーズ　基礎統計学　REAL　DATAで学ぶ 東田　啓 実教出版 2002

285 数学 確率・統計入門
山﨑　圭次郎，有馬　哲，
片山　孝次

実教出版 1998

286 数学 確率過程とその応用 小和田正 実教出版 1983

287 数学 基礎解析入門
山﨑　圭次郎，有馬　哲，
片山　孝次

実教出版 1998

288 数学 経済・経営のための基礎数学新版
石田　望　，恵羅　博，竹
田　仁，富田　輝博

実教出版 2000

289 数学 工科系のための微分・積分  (実教理工学全書) 大橋三郎 実教出版 1973
290 数学 工学系のための基礎数学 宮本一郎・松田勲 実教出版 2000
291 数学 射影幾何学入門： 生物の形態と数学 丹羽敏雄 実教出版 2001
292 数学 新入生のための数学序説 高崎金久 実教出版 2001

293 数学 数学入門
山﨑　圭次郎，有馬　哲，
片山　孝次

実教出版 1998

294 数学 代数・幾何入門
山﨑　圭次郎，有馬　哲，
片山　孝次

実教出版 1998

295 数学 統計学の基礎 小和田正ほか 実教出版 1984

296 数学 微分・積分入門
山﨑　圭次郎，有馬　哲，
片山　孝次

実教出版 1998

297 数学 例解 大学数学入門 田中茂 実教出版 2000
298 数学 例解　微分と積分 田中茂 実教出版 2001
299 数学 例解線形代数 田中茂 実教出版 2003
300 数学 シリーズ＜数学の世界＞　ゼロからわかる数学 戸川美郎 朝倉書店 2001
301 数学 シリーズ＜数学の世界＞ 幾何の世界 鈴木晋一 朝倉書店 2001
302 数学 シリーズ＜数学の世界＞ 経済と金融の数理 青木憲二 朝倉書店 2003
303 数学 シリーズ＜数学の世界＞ 社会科学の数学 沢田賢・渡邊展也・安原 朝倉書店 2002
304 数学 シリーズ＜数学の世界＞ 社会科学の数学演習 沢田賢・渡邊展也・安原 朝倉書店 2003
305 数学 シリーズ＜数学の世界＞ 情報の数理 山本慎 朝倉書店 2002
306 数学 シリーズ＜数学の世界＞ 数学オリンピック教室 野口廣 朝倉書店 2001

307 数学
シリーズ＜理工系の数学教室＞ フーリエ解析と偏微分
方程式

河村哲也 朝倉書店 2005

308 数学 シリーズ＜理工系の数学教室＞ 常微分方程式 河村哲也 朝倉書店 2003
309 数学 シリーズ＜理工系の数学教室＞ 線形代数と数値解析 河村哲也 朝倉書店 2005
310 数学 シリーズ＜理工系の数学教室＞ 微積分とベクトル解析 河村哲也 朝倉書店 2005
311 数学 シリーズ＜理工系の数学教室＞ 複素関数とその応用 河村哲也 朝倉書店 2004
312 数学 基礎数学シリーズ１．抽象代数への入門 永田雅宜 朝倉書店 2004
313 数学 基礎数学シリーズ１０．無限級数入門 楠幸男 朝倉書店 2004
314 数学 基礎数学シリーズ１１．非線型現象の数学 山口昌哉 朝倉書店 2004
315 数学 基礎数学シリーズ１２．変分学入門 福原満洲雄、中山健 朝倉書店 2004
316 数学 基礎数学シリーズ１３．微分方程式入門 吉沢太郎 朝倉書店 2004
317 数学 基礎数学シリーズ１４．積分方程式入門 溝畑茂 朝倉書店 2004
318 数学 基礎数学シリーズ１５．函数方程式概論 桑垣煥 朝倉書店 2004
319 数学 基礎数学シリーズ１６．整数論入門 久保田富雄 朝倉書店 2004
320 数学 基礎数学シリーズ１７．微分解析幾何学入門 森本明彦 朝倉書店 2004
321 数学 基礎数学シリーズ１８．位相数学入門 中岡稔 朝倉書店 2004
322 数学 基礎数学シリーズ１９．関数解析入門 高村多賀子 朝倉書店 2004
323 数学 基礎数学シリーズ２．群論の基礎 永尾汎 朝倉書店 2004
324 数学 基礎数学シリーズ２０．連続群論の基礎 村上信吾 朝倉書店 2004
325 数学 基礎数学シリーズ２１．境界値問題入門 草野尚 朝倉書店 2004
326 数学 基礎数学シリーズ２２．力学系入門 齋藤利弥 朝倉書店 2004
327 数学 基礎数学シリーズ２３．数学基礎論入門 前原昭二 朝倉書店 2006
328 数学 基礎数学シリーズ３．ベクトル空間入門 小松醇郎、菅原正博 朝倉書店 2004
329 数学 基礎数学シリーズ４．幾何学入門 瀧澤精二 朝倉書店 2004
330 数学 基礎数学シリーズ５．集合論入門 松村英之 朝倉書店 2004
331 数学 基礎数学シリーズ６．位相への入門 菅原正博 朝倉書店 2004
332 数学 基礎数学シリーズ７．線形代数学入門 奥川光太郎 朝倉書店 2004
333 数学 基礎数学シリーズ８．複素解析学入門 小堀憲 朝倉書店 2004
334 数学 基礎数学シリーズ９．解析学入門 亀谷俊司 朝倉書店 2004
335 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ クラスター分析 上田尚一 朝倉書店 2003
336 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 質的データの解析 上田尚一 朝倉書店 2003
337 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 主成分分析 上田尚一 朝倉書店 2003
338 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計グラフ 上田尚一 朝倉書店 2003
339 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計の誤用・活用 上田尚一 朝倉書店 2003
340 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計学の基礎 上田尚一 朝倉書店 2002
341 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計学の数理 上田尚一 朝倉書店 2002
342 数学 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計学の論理 上田尚一 朝倉書店 2002
343 数学 数学３０講シリーズ１．微分積分３０講 志賀浩二 朝倉書店 1988
344 数学 数学３０講シリーズ１０．固有値問題３０講 志賀浩二 朝倉書店 1991
345 数学 数学３０講シリーズ２．線形代数３０講 志賀浩二 朝倉書店 1988
346 数学 数学３０講シリーズ３．集合への３０講 志賀浩二 朝倉書店 1988
347 数学 数学３０講シリーズ４．位相への３０講 志賀浩二 朝倉書店 1988
348 数学 数学３０講シリーズ５．解析入門３０講 志賀浩二 朝倉書店 1988



349 数学 数学３０講シリーズ６．複素数３０講 志賀浩二 朝倉書店 1989
350 数学 数学３０講シリーズ７．ベクトル解析３０講 志賀浩二 朝倉書店 1989
351 数学 数学３０講シリーズ８．群論への３０講 志賀浩二 朝倉書店 1989
352 数学 数学３０講シリーズ９．ルベーグ積分３０講 志賀浩二 朝倉書店 1990
353 数学 統計解析ハンドブック 武藤眞介著 朝倉書店 1995
354 数学 [工科系数学セミナ－]　フ－リエ解析と偏微分方程式 第 数学教育研究会 東京電機大学出版局 2003
355 数学 [工科系数学セミナ－]　ベクトル解析入門 國分雅敏 東京電機大学出版局 2002
356 数学 [工科系数学セミナ－]　常微分方程式 鶴見和之 東京電機大学出版局 2000
357 数学 [工科系数学セミナ－]　統計学の基礎 鈴木皖之 東京電機大学出版局 2000
358 数学 [工科系数学セミナ－]　微分・積分学の基礎 数学教育研究会 東京電機大学出版局 1996
359 数学 [工科系数学セミナ－]　複素解析学 安達謙三 東京電機大学出版局 1999
360 数学 [数学・物理・宇宙]  しっかり学ぶ線形代数 田沢義彦 東京電機大学出版局 2007
361 数学 [数学・物理・宇宙]  しっかり学ぶ微分積分 田沢義彦 東京電機大学出版局 2008

362 数学
[数学・物理・宇宙]  ビギナ－ズ物理：理工系を学びはじ
める人のために

荻原宏康 東京電機大学出版局 1999

363 数学 [数学・物理・宇宙]  大学新入生のための数学ガイド 太田琢也：桑田孝泰 東京電機大学出版局 2007

364 数学
[数学・物理・宇宙]  大学新入生の数学：　高校から大学
へのステップアップ

田沢義彦 東京電機大学出版局 2008

365 数学 [数学・物理・宇宙]  非線形問題の解法 桜井明：高橋秀慈 東京電機大学出版局 2008
366 数学 [電気・電子の数学]  よくわかる電気数学 照井博志 東京電機大学出版局 2008

367 数学
[電気・電子の数学]  電気・電子・情報系の基礎数学．３
複素関数と偏微分方程式

安藤豊：中野実 東京電機大学出版局 1996

368 数学 [電気・電子の数学]  電気・電子の基礎数学 堀桂太郎：佐村敏治 東京電機大学出版局 2005

369 数学
電気・電子のための基礎英語  －数式・図形・電気の英
語表現－

西口昌宏 東京電機大学出版局 1999

370 生物学 新装版 英和学習基本用語辞典 生物 津田稔 アルク 2009
371 生物学 教養のための図説生化学 紺野邦夫・竹田稔・富樫 実教出版 1986
372 物理学 新装版 英和学習基本用語辞典 物理 藤澤皖 アルク 2009

373 物理学 宇宙素粒子物理学
Ｃ．グルーペン 著　小早
川惠三　訳

シュプリンガー・ジャパン 2009

374 物理学 理論電磁気学 （第３版） 砂川重信 紀伊國屋書店 1999
375 物理学 基礎力学演習 流体力学  (実教理工学全書) 岩浪繁蔵・平山直道 実教出版 1975

376 物理学 専門基礎ライブラリー　基礎物理２
金原　粲，吉田　貞史，江
馬　一弘，馬場　茂，矢口
裕之，和田　直久

実教出版 2006

377 物理学 物理学入門
楠川　絢一，高見　頴郎，
早川　禮之助

実教出版 1999

378 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ固体構造論 志村史夫 朝倉書店 2000

379 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ磁性
小林久理眞（志村史夫監
修）

朝倉書店 1999

380 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ振動と波 志村史夫 朝倉書店 1998
381 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ電子物性 志村史夫 朝倉書店 2002

382 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ電磁気
小林久理眞（志村史夫監
修）

朝倉書店 1998

383 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ熱力学 志村史夫 朝倉書店 2000
384 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ表面物理 志村史夫 朝倉書店 2007
385 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ物理数学 志村史夫・小林久理眞 朝倉書店 2003
386 物理学 ＜したしむ物理工学＞したしむ量子論 志村史夫 朝倉書店 1999
387 物理学 朝倉物理学大系１．解析力学Ⅰ 山本義隆、中村孔一 朝倉書店 1998
388 物理学 朝倉物理学大系１０．統計物理学 西川恭治、森弘之 朝倉書店 2000
389 物理学 朝倉物理学大系１１．原子分子物理学 高柳和夫 朝倉書店 2000
390 物理学 朝倉物理学大系１２．量子現象の数理 新井朝雄 朝倉書店 2006
391 物理学 朝倉物理学大系１３．量子力学特論 亀淵迪、表実 朝倉書店 2003
392 物理学 朝倉物理学大系１４．原子衝突 高柳和夫 朝倉書店 2007
393 物理学 朝倉物理学大系１６．高分子物理学 伊勢典夫、曽我見郁夫 朝倉書店 2004
394 物理学 朝倉物理学大系１７．表面物理学 村田好正 朝倉書店 2003
395 物理学 朝倉物理学大系１８．原子核構造論 高田健次郎、池田清美 朝倉書店 2002
396 物理学 朝倉物理学大系１９．原子核反応論 河合光路、吉田思郎 朝倉書店 2002
397 物理学 朝倉物理学大系２．解析力学Ⅱ 山本義隆、中村孔一 朝倉書店 1998

398 物理学 朝倉物理学大系２０．現代物理学の歴史Ⅰ
現代物理学の歴史大系
編集委員会

朝倉書店 2004

399 物理学 朝倉物理学大系２１．現代物理学の歴史Ⅱ
現代物理学の歴史大系
編集委員会

朝倉書店 2004

400 物理学 朝倉物理学大系３．素粒子物理学の基礎Ⅰ 長島順清 朝倉書店 1998
401 物理学 朝倉物理学大系４．素粒子物理学の基礎Ⅱ 長島順清 朝倉書店 1998
402 物理学 朝倉物理学大系５．素粒子標準理論と実験的基礎 長島順清 朝倉書店 1999
403 物理学 朝倉物理学大系６．高エネルギー物理学の発展 長島順清 朝倉書店 1999
404 物理学 朝倉物理学大系７．量子力学の数学的構造Ⅰ 新井朝雄、江沢洋 朝倉書店 1999
405 物理学 朝倉物理学大系８．量子力学の数学的構造Ⅱ 新井朝雄、江沢洋 朝倉書店 1999
406 物理学 朝倉物理学大系９．多体問題 高田康民 朝倉書店 1999
407 物理学 物理学３０講シリーズ　一般力学30講 戸田盛和 朝倉書店 1994
408 物理学 物理学３０講シリーズ　宇宙と素粒子30講 戸田盛和 朝倉書店 2002
409 物理学 物理学３０講シリーズ　相対性理論30講 戸田盛和 朝倉書店 1997
410 物理学 物理学３０講シリーズ　電磁気学30講 戸田盛和 朝倉書店 1996
411 物理学 物理学３０講シリーズ　熱現象30講 戸田盛和 朝倉書店 1995



412 物理学 物理学３０講シリーズ　波動と非線形問題30講 戸田盛和 朝倉書店 1995
413 物理学 物理学３０講シリーズ　物性物理30講 戸田盛和 朝倉書店 2000
414 物理学 物理学３０講シリーズ　分子運動30講 戸田盛和 朝倉書店 1996
415 物理学 物理学３０講シリーズ　流体力学30講 戸田盛和 朝倉書店 1994
416 物理学 物理学３０講シリーズ　量子力学30講 戸田盛和 朝倉書店 1999
417 物理学 物理学大事典 鈴木増雄・荒船次郎 朝倉書店 2005
418 物理学 分子シミュレーション講座１．モンテカルロ・シミュレーショ 神山新一・佐藤 明 朝倉書店 1997
419 物理学 分子シミュレーション講座２．分子動力学シミュレーション 神山新一・佐藤 明 朝倉書店 1997
420 物理学 分子シミュレーション講座３．流体ミクロ・シミュレーション 神山新一・佐藤 明 朝倉書店 1997
421 物理学 数理物理学方法序説 　ヒルベルト空間論 保江邦夫 日本評論社 2000
422 物理学 数理物理学方法序説 　解析力学 保江邦夫 日本評論社 2000
423 物理学 数理物理学方法序説 　確率論 保江邦夫 日本評論社 2001
424 物理学 数理物理学方法序説 　微分幾何学 保江邦夫 日本評論社 2000
425 物理学 数理物理学方法序説 　複素関数論 保江邦夫 日本評論社 2000
426 物理学 数理物理学方法序説 　物理数学における微分方程式 保江邦夫 日本評論社 2002
427 物理学 数理物理学方法序説 　変分学 保江邦夫 日本評論社 2001
428 物理学 数理物理学方法序説 　量子力学 保江邦夫 日本評論社 2001
429 物理学 数理物理学方法序説 　連続群論 保江邦夫 日本評論社 2001
430 物理学 重力の物理学 小池康郎 法政大学出版局 2005


