
 Maruzen eBook Library  2020年3月現在

書名 著編者 出版社 発行年 ISBN/ISSN 商品コード

機械材料学 荘司　郁夫 丸善出版 2014 9784621088401 1016124043

計算力学ハンドブック 矢川, 元基 朝倉書店 2007 9784254231120 1016382659

若い技術者のための機械・金属材料 第3版 （※） 矢島, 悦次郎 丸善出版 2017 9784621301241 1024195228

音響工学基礎論 飯田, 一博 コロナ社 2012 9784339008302 1017197955

図解・わかるメカトロニクス ―身近な機械のしくみを解き明か
す―（ブルーバックス B-1166）

小峯, 龍男 講談社 1997 9784062571661 1021727886

機械設計入門 （First Stageシリーズ 機械） 塚田, 忠夫 実教出版 2014 9784407335415 1017819955

流れ学 ―流体力学と流体機械の基礎― 山田, 英巳 森北出版 2016 9784627675315 1022470104

流体力学 水島, 二郎 森北出版 2017 9784627675711 1025376248

振動工学 新装版 ―振動の基礎から実用解析入門まで― 藤田, 勝久 森北出版 2016 9784627665422 1024936520

機械設計法 第3版 塚田, 忠夫 森北出版 2015 9784627605732 1022470038

演習で学ぶ機械力学 第3版 小寺, 忠 森北出版 2014 9784627663039 1022470044

材料力学 ―機械設計の基礎― （※） 戸伏, 壽昭 コロナ社 2014 9784339046359 1018194171

機構学 岩本, 太郎 森北出版 2012 9784627668911 1022470049

機械系の材料力学 = Material mechanics of mechanical
systems

山川, 宏 共立出版 2017 9784320082175 1028700627

制御工学の基礎 足立, 修一
東京電機大学出版

局
2016 9784501117504 1024760812

例題でわかる工業熱力学 第2版 平田, 哲夫 森北出版 2019 9784627673427 1030990086

機械力学 第2版 末岡, 淳男 森北出版 2019 9784627605527 1030990087

JIS機械製図の基礎と演習 第5版 熊谷, 信男 共立出版 2018 9784320082199 1031340541
解答力を高める ―機械4力学基礎演習 : 材料力学,機械力
学・振動・制御,熱力学,流体力学 : 「技術系公務員・技術士試
験」

土井, 正好 コロナ社 2019 9784339046595 1031340545

材料の熱力学入門 （※） 正木, 匡彦 コロナ社 2019 9784339066487 1031533282

マスタリングTCP/IP 入門編  第5版 竹下, 隆史 オーム社 2012 9784274068768 1011658398

マンガでわかるモーター 森本, 雅之 オーム社 2014 9784274050107 1016496230

マンガでわかる電気数学 田中, 賢一 オーム社 2011 9784274068195 1013997024

基礎からわかる電気化学 第2版（物質工学入門シリーズ） 泉, 生一郎 森北出版 2015 9784627245426 1022470091

アナログ電子回路 （基本を学ぶ） 堀田, 正生 オーム社 2013 9784274214172 1013997055

基礎からわかるTCP/IPネットワークコンピューティング入門
第3版

村山　公保 オーム社 2015 9784274050732 1017819904
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オペアンプからはじめる電子回路入門 第2版 別府, 俊幸 森北出版 2016 9784627761124 1022470111

マンガでわかる電池 藤瀧, 和弘 オーム社 2012 9784274068775 1016496241

信号処理とフーリエ変換 永野　宏治 朝倉書店 2014 9784254221596 1017973325

電気回路の基礎 [正] 第3版 西巻, 正郎 森北出版 2014 9784627732537 1018920871

いちばんやさしいHTML5&CSS3の教本 ―人気講師が教える
本格Webサイトの書き方―

赤間, 公太郎
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2016 9784844380290 1022246286

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Web
プログラミング―第2版

柏岡, 秀男
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2017 9784295001249 1024850353

アンテナの仕組み ―なぜ地デジは魚の骨形でBSは皿形な
のか―（ブルーバックス B-1871）

小暮, 裕明 講談社 2014 9784062578714 1021686074

ナノテクノロジーのための表面電子回折法 （表面分析技術
選書）

日本表面科学会 丸善出版 2003 9784621072059 1008060861

電磁気学 （ビジュアルアプローチ） 前田, 和茂 森北出版 2009 9784627162211 1018920863

電場と磁場 新装版 （物理入門コース . 電磁気学 1） 長岡, 洋介 岩波書店 2017 9784000298636 1025649040

基本からわかる電磁気学講義ノート 市川, 紀充 オーム社 2014 9784274215100 1016201710

電気電子計測 （基本を学ぶ） 南谷, 晴之 オーム社 2013 9784274214745 1016496200

計測工学入門 第3版 中村, 邦雄 森北出版 2015 9784627662933 1022470101

電気・電子計測 第4版 阿部, 武雄 森北出版 2019 9784627705449 1031137175

Python言語によるプログラミングイントロダクション ―データ
サイエンスとアプリケーション―（世界標準MIT教科書）

John V.Guttag 近代科学社 2017 9784764905184 1025376228

機械学習入門 ―ボルツマン機械学習から深層学習まで― 大関　真之 オーム社 2016 9784274219986 1024019615

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―第2版（Impress top gear）

Sebastian Raschka
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2018 9784295003373 1027296249

深層学習 = Deep learning （MLP機械学習プロフェッショナル
シリーズ）

岡谷, 貴之 講談社 2015 9784061529021 1021727875

Pythonによる機械学習入門 システム計画研究所 オーム社 2016 9784274219634 1024019612

学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報リテラ
シー

富士通エフ・オー・エム
富士通エフ・オ－・

エム
2018 9784865103434 1027049712

科学技術計算のためのPython ―確率・統計・機械学習― José Unpingco エヌ・ティー・エス 2016 9784860434717 1024188685

TensorFlow機械学習クックブック ―Pythonベースの活用レ
シピ60+―（Impress top gear）

Nick McClure
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2017 9784295002000 1025376225

機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニン
グ) ―C言語によるシミュレーション―

小高, 知宏 オーム社 2016 9784274218873 1021588142

Chainerによる実践深層学習 (ディープラーニング) 新納, 浩幸 オーム社 2016 9784274219344 1023366803

ICTことば辞典 ―ネット時代のニュースがよくわかる250の重
要キーワード―

大谷, 和利 三省堂 2015 9784385137377 1018720293

逆引きPython標準ライブラリ ―目的別の基本レシピ180+!―
（Impress top gear）

大津, 真
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2018 9784295003106 1027296247

Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造 西澤, 弘毅 近代科学社 2018 9784764905702 1027882438

ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミングのきほん
のきほん

大澤, 文孝 マイナビ 2015 9784839954093 1018867850
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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 2019 9784627851511 1030831433

スッキリわかるJava入門 第3版 中山, 清喬
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2019 9784295007807 1031137148

Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 ―数
式とプログラムをつなげて理解できる!―第2版 【スマホ・読
上】 （※）

伊藤　真 翔泳社 2019 9784798159911 1031210700

図解コンピュータアーキテクチャ入門 第3版 堀, 桂太郎 森北出版 2019 9784627829039 1031274457

よくわかるHTML5+CSS3の教科書 第3版 大藤, 幹 マイナビ出版 2018 9784839965471 1031115579

Q&Aで読み解く情報通信技術の進化 三宅, 真 近代科学社 2019 9784764960053 1031340570

ベーシック経営学辞典 片岡, 信之 中央経済社 2004 9784502375903 1008060885

マーケティングと広告の心理学 （朝倉実践心理学講座 2） 杉本, 徹雄 朝倉書店 2013 9784254526820 1018937535

経営学入門 （経営学イノベーション 1） 十川, 廣國 中央経済社 2006 9784502384103 1008060886

経営組織論 （経営学イノベーション 3） 十川, 廣國 中央経済社 2006 9784502384301 1008060888

経営戦略論 （経営学イノベーション 2） 十川, 廣國 中央経済社 2006 9784502384202 1008060887

経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブック  改訂
版

片岡, 信之 文眞堂 2010 9784830946929 1012552290

マーケティング戦略 第5版（有斐閣アルマ Specialized） （※） 和田, 充夫 有斐閣 2016 9784641220782 1024322180

現代マーケティング・リサーチ ―市場を読み解くデータ分析
― （※）

照井, 伸彦 有斐閣 2013 9784641164161 1016480254

マンガでわかるプロジェクトマネジメント 広兼, 修 オーム社 2011 9784274068546 1016496244

価値づくりマーケティング ―需要創造のための実践知― 上原　征彦 丸善出版 2014 9784621088241 1016124035

はじめての経営学 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 9784492502501 1016432104

中小企業・ベンチャー企業論 ―グローバルと地域のはざま
で― 新版（有斐閣コンパクト） （※）

植田, 浩史 有斐閣 2014 9784641164314 1016480234

21世紀中小企業論 ―多様性と可能性を探る― 第3版（有斐
閣アルマ Specialized） （※）

渡辺, 幸男 有斐閣 2013 9784641220096 1016480233

企業と社会が見える経営学概論 （シリーズ大学生の学びを
つくる）

井上, 秀次郎 大月書店 2019 9784272111275 1031064016

経営組織論 （はじめての経営学） 鈴木, 竜太 東洋経済新報社 2018 9784492502952 1027116517

ゼロからつくるビジネスモデル 井上, 達彦 東洋経済新報社 2019 9784492534175 1031274491

理系のためのベンチャービジネス実践論 （※） 千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー 丸善出版 2019 9784621303788 1030515226

何がベンチャーを急成長させるのか ―経営チームのダイナ
ミズム―

小林　英夫 中央経済社 2017 9784502235818 1030823141

顧客価値を創造するコト・マーケティング ―ビジョンで紡ぐ共
創関係―

東, 利一 中央経済社 2019 9784502300615 1031274400

産業組織論 ―理論・戦略・政策を学ぶ― （※） 小田切, 宏之 有斐閣 2019 9784641165533 1031340528

デザインと色彩の心理学 （朝倉実践心理学講座 3） 海保, 博之 朝倉書店 2013 9784254526837 1018937536

サービスデザイン ―ユーザーエクスペリエンスから事業戦略
をデザインする―

ANDY POLAINE 丸善出版 2014 9784621088180 1016124036
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直感を裏切るデザイン・パズル ―脳と勝負する―（ブルー
バックス B-1928）

馬場, 雄二 講談社 2015 9784062579285 1021734651

UIデザインの心理学 ―わかりやすさ・使いやすさの法則― ジェフ・ジョンソン
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2015 9784844337713 1018918011

UXデザインの教科書 （※） 安藤　昌也 丸善出版 2016 9784621300374 1022028647

日本の文様図典 花林舎 紫紅社 1996 9784879405357 1015784565

不便から生まれるデザイン ―工学に活かす常識を超えた発
想―（DOJIN選書 42）

川上, 浩司 化学同人 2011 9784759813425 1016496322

近代デザインの美学 高安, 啓介 みすず書房 2015 9784622079026 1017819642

人工環境デザインハンドブック 人工環境デザインハンドブック編集委員会 丸善出版 2007 9784621079218 1008954407

プロダクトデザインのためのスケッチワーク 増成, 和敏 オーム社 2013 9784274069284 1013997048

ワークショップデザイン論 ―創ることで学ぶ― 山内, 祐平
慶應義塾大学出版

会
2013 9784766420388 1017973011

デザイン人間工学 ―魅力ある製品・UX・サービス構築のた
めに―

山岡, 俊樹 共立出版 2014 9784320071926 1018194154

エンジニアのための理論でわかるデザイン入門 （Think IT
BOOKS）

伊藤, 博臣
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネス

メディア
2017 9784295002338 1025599574

情報デザインのワークショップ （※） 情報デザインフォーラム 丸善出版 2014 9784621088371 1017819876

風景にさわる ―ランドスケープデザインの思考法― 長谷川, 浩己 丸善出版 2017 9784621302040 1026405283

SF映画で学ぶインタフェースデザイン ―アイデアと想像力を
鍛え上げるための141のレッスン― （※）

Nathan Shedroff 丸善出版 2014 9784621088364 1017819875

エンジニアのためのデザイン思考入門 = Introduction to
design thinking for engineers

東京工業大学エンジニアリングデザインプロジェクト 翔泳社 2017 9784798153858 1027321799

デザインのための数学 牟田, 淳 オーム社 2010 9784274068256 1012404362

環境デザインの方法 仙田, 満 彰国社 1998 9784395004874 1016467343

タイムアクシス・デザインの時代 ―世界一やさしい国のモノ・
コトづくり― 【スマホ・読上付】

松岡, 由幸 丸善出版 2012 9784621085714 1011227120

学生による学生のためのダメレポート脱出法 （アカデミック・
スキルズ）

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員
慶應義塾大学出版

会
2014 9784766421774 1016972249

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊, 淳子 研究社 2015 9784327384708 1018717506

学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル 瀧川, 好夫 税務経理協会 2011 9784419057299 1013847664

大学生になるってどういうこと? ―学習・生活・キャリア形成
―（シリーズ大学生の学びをつくる）

植上, 一希 大月書店 2014 9784272412310 1017134873

大学生の学習テクニック 第3版（シリーズ大学生の学びをつ
くる）

森, 靖雄 大月書店 2014 9784272412341 1017134876

大学生のための知的技法入門 第2版（アカデミック・スキル
ズ）

佐藤, 望
慶應義塾大学出版

会
2012 9784766419603 1018720212

大学1年生のための伝わるレポートの書き方 （※） 都筑, 学 有斐閣 2016 9784641174207 1023366605

大学生のためのキャリアデザイン入門 （※） 岩上, 真珠 有斐閣 2014 9784641174009 1016606021

コピペと言われないレポートの書き方教室 ―3つのステップ :
コピペから正しい引用へ―

山口, 裕之 新曜社 2013 9784788513457 1024989230

リサーチ入門 ―知的な論文・レポートのための― 竹田, 茂生 くろしお出版 2013 9784874245989 1018757931
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ラボノートの書き方 ―理系なら知っておきたい : 論文作成,
データ捏造防止,特許に役立つ書き方+管理法がよくわかる!

改訂版
岡崎, 康司 羊土社 2012 9784758120289 1018853619

はじめての研究生活マニュアル ―解消します!理系大学生の
疑問と不安―

西澤, 幹雄 化学同人 2015 9784759815979 1019023672

大学生のための研究ハンドブック ―よくわかるレポート・論
文の書き方―

ノートルダム清心女子大学人間生活学科 大学教育出版 2011 9784864290531 1022311879

卒論・修論発表会を乗り切るための理系プレゼンの五輪書 斎藤, 恭一 医学評論社 2010 9784863990234 1018717377

殻を突き破るキャリアデザイン ―就活・将来の思い込みを解
いて自由に生きる― （※）

筒井　美紀 有斐閣 2016 9784641174252 1024015028

理系のためのキャリアデザイン ―戦略的就活術― 増沢, 隆太 丸善出版 2014 9784621088258 1024854080

東大読書 ―「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく― 西岡, 壱誠 東洋経済新報社 2018 9784492046258 1027882386

理系のための知的財産権 服部, 誠 南山堂 2019 9784525030315 1030988275

Reading hacks! ―読書ハック! : 超アウトプット生産のための
「読む」技術と習慣―

原尻, 淳一 東洋経済新報社 2008 9784492043196 1016432113

理工系学生のためのキャリアナビゲーション ―就職活動準
備ワークブック― （※）

二上, 武生 コロナ社 2018 9784339078190 1030831508

建築設計学講義 岡河, 貢 鹿島出版会 2017 9784306046504 1025246423

住宅設計と環境デザイン 小泉　雅生 オーム社 2015 9784274050633 1017819908

図説やさしい構造力学 改訂版 浅野, 清昭 学芸出版社 2017 9784761526559 1027355118

建築設計のための構造力学 ―建築構造技術の基礎― 高畠, 秀雄 鹿島出版会 2018 9784306033856 1028167122

図説やさしい建築設備 伏見, 建 学芸出版社 2017 9784761526658 1027355117

建築製図入門 （First Stageシリーズ 建築・土木） 大庭, 孝雄 実教出版 2014 9784407335484 1018441551

土質力学概論 （First stageシリーズ 建築・土木） 垣谷, 敦美 実教出版 2016 9784407339307 1025376240

建築構造設計概論 （First stageシリーズ 建築・土木） 石岡, 恒一 実教出版 2016 9784407340334 1025599591
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