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請求記号 書誌情報 巻号 ISBN 和洋 資料ID 配置場所 備考
007.1||O 94 情報数理入門 / 大矢雅則編著 ; 井上啓, 佐藤圭子著. -- サイエンス社, 1999. -- (Information & computing ; ex.-21). 4781909167 w 60452659 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
007.13||Ta 19 新人工知能の基礎知識 / 太原育夫著. -- 近代科学社, 2008. 9784764903562 w 60472471 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
007.6||Mi 88 情報リテラシー / 宮崎智, 和田義親, 本間浩共編. -- 培風館, 2014. -- (薬学生のための基礎シリーズ ; 8). 9784563085582 w 60472321 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
007.6||Sh 15 コンピュータシステム / 志村正道著. -- コロナ社, 2005. 4339024112 w 60443787 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
007.64||A 83 プログラミングの基礎 / 浅井健一著. -- サイエンス社, 2007. -- (Computer science library ; 3). 9784781911601 w 60437667 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
007.64||Ku 48 Javaによるプログラミング入門 / 久野禎子, 久野靖著. -- 第2版. -- 共立出版, 2011. -- (情報がひらく新しい世界 ; 6). 9784320122604 w 60429097 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
007.64||Sh 18 みんなのPython : lightweight language Python definitive guide / 柴田淳著. -- 第4版. -- SBクリエイティブ, 2017. 9784797389463 w 60472416 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書

007.64||Ta 73
実践コンパイラ構成法 / 滝本宗宏著. -- コロナ社, 2017. -- (電子通信情報系コアテキストシリーズ / 電子通信情報系コアテ
キストシリーズ編集委員会 [編] ; C-1).

9784339019339 w 60459597 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書

021.49||O 55 LATEX2ε美文書作成入門 / 奥村晴彦, 黒木裕介著. -- 改訂第8版. -- 技術評論社, 2020. 9784297117122 w 60487246 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
166||Ka 38 道教思想10講 / 神塚淑子著. -- 岩波書店, 2020. -- (岩波新書 ; 新赤版 1848). 9784004318484 w 60489185 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
336.9||Mu 59 企業会計の基礎理論 / 村田直樹, 相川奈美, 野口翔平著. -- 第3版. -- 同文舘出版, 2021. 9784495192938 w 60489187 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
375.1||Mo 31 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 / 文部科学省 [著] ; 数学編 理数編, 総合的な探究の時間編. -- 学校図書, 2019. 数学編理数編9784762505355 w 60467537 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
375.1||Mo 31 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 / 文部科学省 [編] ; 数学編, 美術編. -- 日本文教出版, 2018. 数学編 9784536590129 w 60467585 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
410.9||U 14 集合と位相 / 内田伏一著. -- 増補新装版. -- 裳華房, 2020. -- (数学シリーズ / 佐武一郎, 村上信吾, 高橋礼司編). 9784785314125 w 60475631 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
410.96||Ta 19 論理数学 / 太原育夫著. -- 近代科学社, 2015. -- (大学数学スポットライト・シリーズ ; 2). 9784764904798 w 60443530 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
411.3||Ki 81 線形代数学 / 木内博文著. -- 横浜図書, 2004. 494655212X w 60400719 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
411.3||Mi 76 線形代数学 : 初歩からジョルダン標準形へ / 三宅敏恒著. -- 培風館, 2008. 9784563003814 w 60467592 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
411.3||Mi 76 入門線形代数 / 三宅敏恒著. -- 培風館, 1991. 9784563002169 w 60469280 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
411.3||Mu 43 教養の線形代数 / 村上正康 [ほか] 共著. -- 6訂版. -- 培風館, 2016. 9784563012052 w 60472195 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書

411.3||St 8
ストラング線形代数イントロダクション / ギルバート・ストラング著 ; 松崎公紀, 新妻弘共訳. -- 近代科学社, 2015. -- (世界
標準MIT教科書).

9784764904057 w 60467628 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書

411.3||Te 43 基本例解テキスト線形代数 / 寺田文行, 坂田◆U6CE9◆共著. -- サイエンス社, 2008. -- (ライブラリ基本例解テキスト ; 1). 9784781912035 w 60467649 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
413.3||A 62 理工系微分積分学 / 荒井正治著. -- 第3版. -- 学術図書出版社, 2011. 9784780602319 w 60412477 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
413.3||H 44 微分積分 : 講義・演習テキスト / 服部哲也著. -- 第3版. -- 学術図書出版社, 2019. 9784780606744 w 60489174 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
413.3||I 74 微分積分 : 理工系入門 / 石原繁, 浅野重初共著. -- 裳華房, 1999. 9784785315184 w 60405868 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
413.3||Ka 71 微分積分学 / 笠原晧司著. -- サイエンス社, 1974. -- (サイエンスライブラリ数学 ; 12). 4781901085 w 60472479 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
413.3||Mi 76 入門微分積分 / 三宅敏恒著. -- 培風館, 1992. 9784563002213 w 60467679 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
413.3||To 17 微分積分学要論 / 戸田暢茂著. -- 学術図書出版社, 1987. 4873611202 w 60437823 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
413.4||I 89 ルベーグ積分入門 / 伊藤清三著 ; : 新装版. -- 裳華房, 2017. -- (数学選書 ; 4). : 新装版 9784785313180 w 60459535 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
413.63||Ka 95 キーポイント偏微分方程式 / 河村哲也著. -- 岩波書店, 1997. -- (理工系数学のキーポイント / 和達三樹, 薩摩順吉編 ; 10). 4000078704 w 60401314 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
413||Su 48 解析演習 / 杉浦光夫 [ほか] 著. -- 東京大学出版会, 1989. -- (基礎数学 ; 7). 9784130621052 w 60386848 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
413||Y 58 解析学概論 / 矢野健太郎, 石原繁共著 ; 新装版. -- 新装版. -- 裳華房, 2020. 新装版 9784785315849 w 60475632 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
415.2||Ma 81 多様体の基礎 / 松本幸夫著. -- 東京大学出版会, 1988. -- (基礎数学 ; 5). 9784130621038 w 60467564 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
415.5||Ma 66 関数解析 / 増田久弥著. -- 裳華房, 1994. -- (数学シリーズ / 佐武一郎, 村上信吾, 高橋礼司編). 4785314079 w 60381251 野田図書館指定図書 2022年度MA教科書
415.7||A 47 例題で学ぶグラフ理論 / 安藤清, 土屋守正, 松井泰子共著. -- 森北出版, 2013. 9784627052819 w 60467599 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
417.5||N 23 多変量解析法入門 / 永田靖, 棟近雅彦共著. -- サイエンス社, 2001. -- (ライブラリ新数学大系 ; E20). 9784781909806 w 60371802 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
417.5||N 23 入門統計解析法 / 永田靖著. -- 日科技連出版社, 1992. 9784817102669 w 60469265 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書

417.5||To 46||1
統計学入門 / 東京大学教養学部統計学教室編. -- 東京大学出版会, 1991. -- (基礎統計学 / 東京大学教養学部統計学教室編 ;
1).

9784130420655 w 60469307 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書

417.6||Ta 73 薬学系学生のための基礎統計学 / 瀧澤毅著. -- 第2版. -- ムイスリ出版, 2013. 9784896412161 w 60437504 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
417.7||N 23 入門実験計画法 / 永田靖著. -- 日科技連出版社, 2000. 9784817103826 w 60379617 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
417||H 85 基礎統計 / 本間浩編 ; 高遠節夫, 宮崎智, 大内俊二共著. -- 培風館, 2012. -- (薬学生のための基礎シリーズ ; 4). 9784563085544 w 60445918 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
417||Ko 12 確率と統計 : 一から学ぶ数理統計学 / 小林正弘, 田畑耕治著. -- 共立出版, 2021. -- (数学のかんどころ ; 39). 9784320113923 w 60489186 野田図書館指定図書 2022年度IS教科書
418.1||Ka 95 数値計算入門 / 河村哲也著. -- 新訂版. -- サイエンス社, 2018. -- (Computer science library ; 17). 9784781914213 w 60472184 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
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420||H 31 物理学 / 原康夫著. -- 学術図書出版社, 1991. 4873610311 w 60409143 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
420||H 31 物理学基礎 / 原康夫著. -- 第5版. -- 学術図書出版社, 2016. 9784780605259 w 60458009 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
420||H 31 基礎物理学 / 原康夫著. -- 第5版. -- 学術図書出版社, 2018. 9784780606607 w 60467505 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
420||Ko 68||2 物理学 / 物理学編集委員会編 ; 小向得優 [ほか] 著 ; 1, 2. -- 丸善出版, 2017. -- (理工系の基礎). 2 9784621302842 w 60459625 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
421.2||Ku 14 相対性理論 / 窪田高弘, 佐々木隆共著. -- 裳華房, 2001. -- (裳華房テキストシリーズ - 物理学 / 阿部龍蔵, 川村清監修). 9784785320973 w 60292420 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
421.3||I 24 基礎量子力学 / 猪木慶治, 川合光著. -- 講談社サイエンティフィク, 2007. 9784061532403 w 60368794 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
421.4||Ka 95 統計物理 / 川村光著. -- 丸善, 1997. -- (パリティ物理学コース / 牧二郎 [ほか] 編). 9784621301906 w 60461517 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
421.5||Y 58 ベクトル解析 / 矢野健太郎, 石原繁著. -- 裳華房, 1995. -- (基礎解析学コース). 9784785310943 w 60434558 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
423||Sh 67 力学 / 篠本滋, 坂口英継著 ; 植松恒夫, 青山秀明編集. -- 東京図書, 2013. -- (基幹講座物理学). 9784489021633 w 60446021 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
425||A 53 光学入門 / 青木貞雄著. -- 共立出版, 2002. 4320034198 w 60445876 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
426.5||Ki 79 熱物理学 / キッテル, [ヘルバート・クレーマー共著] ; 山下次郎, 福地充共訳. -- 第2版. -- 丸善, 1983. 9784621027271 w 60381824 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
426.5||Y 96 化学系学生にわかりやすい熱力学・統計熱力学 / 湯浅真, 北村尚斗共著. -- コロナ社, 2017. 9784339066401 w 60452698 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
427||I 37 工科の電磁気学 / 生駒英明, 小越澄雄, 村田雄司共著. -- 培風館, 2000. 9784563035457 w 60469276 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
427||N 18||1 電場と磁場 / 長岡洋介著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017. -- (物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋貞雄編 . 電磁気学 ; 1). : 新装版 9784000298636 w 60476831 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
427||N 18||2 変動する電磁場 / 長岡洋介著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017. -- (物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋貞雄編 . 電磁気学 ; 2). : 新装版 9784000298643 w 60469331 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
427||O 48 電磁気学入門 / 岡崎誠著. -- 裳華房, 2005. 4785322233 w 60408457 野田図書館指定図書 2022年度PH教科書
430||I 19 基礎化学 / 井手本康 [ほか] 著. -- 丸善出版, 2015. -- (理工系の基礎). 9784621300121 w 60446261 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
430||I 24 これだけはおさえたい化学 / 井口洋夫, 木下實, 齊藤幸一ほか著. -- 実教出版, 2010. -- (Primary大学テキスト). 9784407319880 w 60467571 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
431.32||Sa 29 化学系学生にわかりやすい平衡論・速度論 / 酒井健一, 酒井秀樹, 湯浅真共著. -- コロナ社, 2021. 9784339066548 w 60487250 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
431.59||O 54 放射化学・放射性医薬品学 / 大久保恭仁, 小島周二編著 ; 加藤真介 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2011. -- (薬学テキストシリーズ). 9784254362657 w 60443548 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
431||C 33 化学・生命科学系のための物理化学 / Raymond Chang著 ; 岩澤康裕, 北川禎三, ◆U6FF5◆口宏夫訳. -- 東京化学同人, 2003. 4807905635 w 60452696 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
431||G 72 エピソード物理化学 / 後藤了, 小暮健太朗編著. -- 第2版. -- 京都廣川書店, 2015. 9784906992515 w 60461067 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
431||Y 46 物質のエネルギー論 / 山内淳著. -- 新訂版. -- サイエンス社, 2017. -- (新・物質科学ライブラリ ; 3 . 基礎物理化学 ; 2). 9784781914053 w 60484223 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
432||So 28||1 総合化学実験 / 総合化学実験編集委員会編 ; 上巻, 下巻. -- 第3版. -- DTP出版, 2008. 上巻 9784862111128 w 60428938 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
432||So 28||2 総合化学実験 / 総合化学実験編集委員会編 ; 上巻, 下巻. -- 第3版. -- DTP出版, 2008. 下巻 9784862111135 w 60439992 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
433.9||Ku 92 有機スペクトル解析 : テキストブック : 1D,2D NMR・IR・UV・MS / 楠見武徳著. -- 裳華房, 2015. 9784785335090 w 60477046 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

433.9||Si 4
MS, IR, NMRの併用 / Silverstein, Webster, Kiemle, Bryce著 ; 岩澤伸治, 豊田真司, 村田滋訳. -- 第8版. -- 東京化学同人,
2016. -- (有機化合物のスペクトルによる同定法).

9784807909162 w 60458111 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書

433||H 33||1 ハリス分析化学 / Daniel C. Harris [著] ; 岩元俊一訳 ; 上, 下. -- 化学同人, 2017. 上 9784759818352 w 60467623 野田図書館指定図書 2022年度CA教科書
433||P 27||1 パートナー分析化学 / 萩中淳, 能田均, 山口政俊編集 ; 1, 2. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2017. 1 9784524403431 w 60452677 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
433||P 27||1 パートナー分析化学 / 萩中淳, 加藤くみ子編集 ; 1. -- 改訂第4版. -- 南江堂, 2021. 1 9784524403844 w 60489176 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
433||P 27||2 パートナー分析化学 / 萩中淳, 能田均, 山口政俊編集 ; 1, 2. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2017. 2 9784524403448 w 60452688 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
433||P 27||2 パートナー分析化学 / 萩中淳, 加藤くみ子編 ; 2. -- 改訂第4版. -- 南江堂, 2021. 2 9784524403851 w 60489167 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
437||Ma 22||1 有機化学 / John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか] 訳 ; 上, 中, 下. -- 第9版. -- 東京化学同人, 2017. 上 9784807909124 w 60458191 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
437||Ma 22||1 マクマリー生物有機化学 / John McMurry [ほか著] ; 上田実 [ほか] 訳 ; 有機化学編, 生化学編. -- 原書8版. -- 丸善出版, 2018. 有機化学編 9784621302415 w 60464526 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
437||Ma 22||2 有機化学 / John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか] 訳 ; 上, 中, 下. -- 第9版. -- 東京化学同人, 2017. 中 9784807909131 w 60458204 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
437||Ma 22||2 マクマリー生物有機化学 / John McMurry [ほか著] ; 上田実 [ほか] 訳 ; 有機化学編, 生化学編. -- 原書8版. -- 丸善出版, 2018. 生化学編 9784621302408 w 60465378 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
437||Ma 22||3 有機化学 / John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか] 訳 ; 上, 中, 下. -- 第9版. -- 東京化学同人, 2017. 下 9784807909148 w 60458211 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
437||O 79 基礎有機化学 / 大須賀篤弘, 東田卓共著. -- 新訂版. -- サイエンス社, 2019. -- (新・物質科学ライブラリ ; 4). 9784781914619 w 60484222 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
439||Su 28 天然物化学 / 菅原二三男編著 ; 浅見忠男 [ほか] 共著. -- コロナ社, 2019. 9784339067583 w 60467441 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
460||W 12 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 / 和田勝著 ; 高田耕司編集協力. -- 第4版. -- 羊土社, 2020. 9784758121088 w 60477599 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
463||A 41 Essential細胞生物学 / Bruce Alberts [ほか] 著 ; 青山聖子 [ほか] 訳. -- 南江堂, 2021. 9784524226825 w 60484221 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
463||Ta 61 新細胞生物学 / 竹鼻眞, 高橋悟, 野尻久雄編集 ; 内海文彰 [ほか] 執筆. -- 廣川書店, 2013. 9784567441100 w 60437632 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
464||A 62 バイオサイエンス化学 : 生命から学ぶ化学の基礎 / 新井孝夫 [ほか] 著. -- 東京化学同人, 2003. 4807905643 w 60386687 野田図書館指定図書 2022年度BS教科書
464||Ko 73 生物物理化学 / 近藤保[ほか]著. -- 三共出版, 1992. 4782702795 w 60394824 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
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464||V 85 ヴォート基礎生化学 / D. Voet, J. G. Voet, C. W. Pratt著 ; 田宮信雄 [ほか] 訳. -- 第5版. -- 東京化学同人, 2017. 9784807909254 w 60475726 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
491.4||H 48 シンプル生化学 / 野口正人, 五十嵐和彦編集. -- 改訂第7版. -- 南江堂, 2020. 9784524246595 w 60475675 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
491.4||Ta 89 生化学 / 田沼靖一, 林秀徳, 本島清人編著 ; 田沼靖一 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2006. 4254340176 w 60445965 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
491.5||I 75 パートナー薬理学 / 石井邦雄, 栗原順一, 田中芳夫編集. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2019. 9784524403523 w 60467436 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
491.7||I 43 微生物学 : 病原微生物と治療薬 / 今井康之, 増澤俊幸編集. -- 改訂第7版. -- 南江堂, 2016. 9784524403257 w 60467578 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
491.7||Ka 16 化学療法学 : 病原微生物・がんと戦う / 供田洋, 黒田照夫編集. -- 改訂第2版. -- 南江堂, 2018. 9784524403493 w 60459741 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
491.8||U 32 薬系免疫学 / 植田正, 前仲勝実編集. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2018. 9784524403516 w 60459455 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
492.3||G 72 ファーマシューティカルケアのための医療コミュニケーション / 後藤惠子, 井手口直子編. -- 南山堂, 2014. 9784525704513 w 60445946 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

492.3||Ko 82
薬物治療学 / 小佐野博史, 青山隆夫, 森雅博編著 ; 飯島亮介 [ほか] 著. -- 第2版. -- 朝倉書店, 2020. -- (薬学テキストシリー
ズ).

9784254362695 w 60487205 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

494.53||Ka 96 図解腫瘍薬学 / 川西正祐, 賀川義之, 大井一弥編集. -- 南山堂, 2020. -- (みてわかる薬学). 9784525721619 w 60487273 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
498||Ka 22 コンパス衛生薬学 : 健康と環境 / 鍜冶利幸, 佐藤雅彦編集. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2020. 9784524403714 w 60475650 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.08||Su 83||2-3-2
生体分子・医薬品の化学による理解 / 日本薬学会編. -- 東京化学同人, 2016. -- (スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編
; 3 . 化学系薬学 ; 2).

9784807917068 w 60484995 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書

499.09||G 72
薬学生・薬剤師のためのヒューマニズム : コアカリキュラム対応 / 後藤惠子責任編集 ; 有田悦子, 井手口直子, 後藤惠子編. --
改訂版. -- 羊土社, 2019.

9784758109420 w 60475578 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.09||Sh 59||1
薬剤師業務の基本 : 知識・態度 : 薬局管理から服薬指導、リスクマネジメント、薬学的管理、OTC医薬品、病棟業務まで. --
第3版. -- 羊土社, 2017. -- (新ビジュアル薬剤師実務シリーズ / 上村直樹, 平井みどり監修 ; 下平秀夫,青山隆夫編集 ; 上).

9784758109376 w 60467610 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.09||Sh 59||2
調剤業務の基本 : 技能 : 処方箋受付から調剤、監査までの病院・薬局の実務、在宅医療. -- 第3版. -- 羊土社, 2017. -- (新ビ
ジュアル薬剤師実務シリーズ / 上村直樹, 平井みどり監修 ; 下平秀夫,青山隆夫編集 ; 下).

9784758109383 w 60475622 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.091||Y 16 薬事法規・制度・倫理マニュアル / 亀井美和子 [ほか] 編集 ; 赤沢学 [ほか] 著. -- 改訂15版. -- 南山堂, 2021. 9784525712358 w 60487266 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.1||A 12 薬名「語源」事典 / 阿部和穂著. -- 武蔵野大学出版会, 2020. 9784903281469 w 60484220 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.1||Ka 37 医薬品情報学 / 上村直樹, 下平秀夫編. -- 第2版. -- 化学同人, 2017. -- (ベーシック薬学教科書シリーズ ; 21). 9784759816259 w 60472197 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.1||Ku 93
薬の選び方を学び実践するOTC薬入門 / 上村直樹, 鹿村恵明監修. -- 改訂第6版. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2021. -- (薬ゼミ
ファーマブック).

9784910243054 w 60488794 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.1||Mi 96||2022 今日の治療薬 : 解説と便覧 / 島田和幸 [ほか] 編集 ; 舘田一博 [ほか] 執筆 ; 2022年版(第44版). -- 南江堂, 2022. 2022年版(第49784524232116 w 60489170 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.2||N 62
謎解きで学ぶ薬学生・新人薬剤師のための処方解析入門 / 根岸健一編集. -- 改訂第3版. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2020. --
(薬ゼミファーマブック).

9784904517956 w 60476475 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.3||G 72 創薬・創剤のための分子科学 : 医薬品・タンパク質から量子論まで / 後藤了, 島田洋輔, 長田俊治共著. -- 廣川書店, 2014. 9784567462709 w 60445934 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
499.3||N 16 創薬化学 / 長野哲雄, 夏苅英昭, 原博編. -- 東京化学同人, 2004. 4807905848 w 60445836 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
499.3||Ta 89 ゲノム創薬科学 = Genomic medicinal sciences/ 田沼靖一編. -- 裳華房, 2017. 9784785352363 w 60472415 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
499.37||R 45 現場で役に立つ!臨床医薬品化学 / 臨床医薬品化学研究会編. -- 化学同人, 2021. 9784759820546 w 60487427 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.39||Mo 66 パートナー天然物化学 / 森田博史, 阿部郁朗編集. -- 改訂第4版. -- 南江堂, 2021. 9784524403776 w 60484219 野田図書館指定図書 2022年度YM教科書
499.6||H 28 院内製剤学 : theory & practice / 花輪剛久編著. -- 京都廣川書店, 2014. 9784906992324 w 60445870 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.6||H 89 調剤学総論 / 堀岡正義原著 ; 調剤学総論編集委員会改訂. -- 改訂14版. -- 南山堂, 2022. 9784525772345 w 60489183 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.6||Ka 54 Newパワーブック物理薬剤学・製剤学 / 金尾義治編. -- 第3版. -- 廣川書店, 2017. 9784567480789 w 60458231 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.6||Ko 66
新人薬剤師・薬学生のための医療安全学入門 : 調剤過誤防止から副作用回避に向けた処方提案まで / 小茂田昌代編集. -- 改訂
版. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2020. -- (薬ゼミファーマブック).

9784904517963 w 60487339 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

499.6||O 17 Perspective薬剤学 : 薬学の次世代教育をめざす / 大戸茂弘編著. -- 第3版. -- 京都廣川書店, 2019. 9784909197405 w 60467482 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.8||G 34 現代医療における漢方薬 / 木内文之 [ほか] 編集 ; 木内文之 [ほか] 執筆. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2020. 9784524403738 w 60476441 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.8||Ki 39 新訂生薬学 / 木村孟淳, 酒井英二, 牧野利明編集. -- 改訂第9版. -- 南江堂, 2021. 9784524403899 w 60489180 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書
499.87||Ki 39 薬用植物学 / 木村孟淳 [ほか] 編集. -- 改訂第7版. -- 南江堂, 2013. 9784524403073 w 60443632 野田図書館指定図書 2022年度YP教科書

501.1||Kr 4||1
常微分方程式 / E. クライツィグ著 ; 北原和夫, 堀素夫共訳. -- 第8版. -- 培風館, 2006. -- (技術者のための高等数学 / E. クライ
ツィグ著 ; 1).

9784563011154 w 60429242 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
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501.1||Kr 4||4
複素関数論 / E. クライツィグ著 ; 丹生慶四郎訳. -- 第8版. -- 培風館, 2003. -- (技術者のための高等数学 / E. クライツィグ著 ;
4).

9784563011185 w 60458036 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書

501.23||N 77 流体力学 = Fluid Mechanics / 日本機械学会著. -- 日本機械学会, 2005. -- (JSMEテキストシリーズ). 9784888981194 w 60429140 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
501.24||F 67 振動工学 : 振動の基礎から実用解析入門まで / 藤田勝久著 ; : 新装版. -- 森北出版, 2016. : 新装版 9784627665422 w 60458283 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書

501.24||N 14
ダイナミクスのシステム解析 : エネルギー法による機械の構造振動からカオスまで / 永井健一著. -- POD版. -- 森北出版,
2008.

9784627664098 w 60472363 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書

501.26||N 77 熱力学 = thermodynamics / 日本機械学会著. -- 日本機械学会, 2002. -- (JSMEテキストシリーズ). 9784888981040 w 60420575 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
501.32||Ki 24 図でよくわかる材料力学 / 菊池正紀, 和田義孝共著. -- コロナ社, 2014. 9784339046366 w 60437340 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
501.32||Mi 77 材料力学 / 宮本博, 菊池正紀共著. -- 裳華房, 1987. 9784785360115 w 60380153 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
501.33||To 58 弾塑性力学の基礎と応用 : 数値シミュレーションへの導入 / 冨田佳宏著. -- 森北出版, 1995. 462766320X w 60443654 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
501.34||Sa 14 構造力学 / 佐伯昌之著. -- オーム社, 2012. -- (ゼロから学ぶ土木の基本). 9784274212581 w 60429205 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
501.6||Sa 25 エネルギー変換 / 齋藤孝基, 飛原英治, 畔津昭彦著. -- 新版. -- 東京大学出版会, 2006. 4130628275 w 60467567 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
501.8||I 85 工学基礎図学と製図 / 磯田浩, 鈴木賢次郎共著. -- 第3版. -- サイエンス社, 2018. -- (ライブラリ工学基礎 ; 1). 9784781914275 w 60472401 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
509.6||Ma 33 信頼性工学入門 / 真壁肇編. -- 新版. -- 日本規格協会, 2010. 9784542503489 w 60429086 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
509.608||Ke 22||4 確率・統計 / 田口玄一 [ほか] 編集・執筆. -- 日本規格協会, 1981. -- (経営工学シリーズ ; 4). 4542801047 w 60437788 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
510||D 81 土木工学 / 土木工学編集委員会編. -- 丸善出版, 2018. -- (理工系の基礎). 9784621302866 w 60471098 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
511.3||I 74 土質力学 / 石原研而著. -- 第3版. -- 丸善出版, 2018. 9784621302347 w 60459626 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
511.3||Y 62 わかる土質力学220問 : 基礎から公務員試験までナビゲート / 安田進 [ほか] 共著. -- 理工図書, 2003. 9784844606918 w 60470023 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
511.37||J 46 土質試験 : 基本と手引き / 地盤工学会「土質試験-基本と手引き-」改訂編集WG編集. -- 第2回改訂版. -- 地盤工学会, 2010. 9784886440846 w 60419897 野田図書館指定図書 大型本 2022年度CV教科
511.7||Ka 86 鉄筋コンクリートの材料と施工 / 加藤佳孝 [ほか] 共著. -- 鹿島出版会, 2012. 9784306024489 w 60429210 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
512.75||N 77 基礎からわかるリモートセンシング / 日本リモートセンシング学会編. -- 理工図書, 2011. 9784844607793 w 60420147 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
512||U 25 測量 / 内山久雄著. -- オーム社, 2012. -- (ゼロから学ぶ土木の基本). 9784274212970 w 60446110 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
513.1||C 48 土木計画学 / 樗木武著. -- 第3版. -- 森北出版, 2011. 9784627427136 w 60469321 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
517.1||D 81 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, 2015. 9784810608014 w 60443735 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
517.1||H 61 明解水理学 / 日野幹雄著. -- 丸善, 1983. 4621027786 w 60322332 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書
517.1||N 71 土木の基礎固め水理学 / 二瓶泰雄[ほか]著. -- 講談社, 2017. 9784061565722 w 60459669 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書

519.5||I 91
LCA概論 / 伊坪徳宏, 田原聖隆, 成田暢彦共著 ; 稲葉敦, 青木良輔監修. -- 産業環境管理協会, 2007. -- (LCAシリーズ ; 第1分
冊).

9784862400192 w 60409399 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書

519.8||O 24
エコロジカル・ランドスケープというデザイン手法 : 生物多様性に配慮した空間を総合的にデザインする50シート / 小川総
一郎著. -- 理工図書, 2009.

9784844607458 w 60408579 野田図書館指定図書 2022年度CV教科書

519||I 97 生活環境学 / 岩田利枝 [ほか] 著. -- 改訂版. -- 井上書院, 2015. 9784753017591 w 60475676 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
520.91||Ke 41 建築法規概論 / 五條渉 [ほか] 監修. -- 3訂版. -- 実教出版, 2021. -- (First stageシリーズ ; 建築・土木). 9784407352498 w 60489172 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
520||Ke 41 建築学 / 建築学編集委員会編. -- 丸善出版, 2016. -- (理工系の基礎). 9784621300619 w 60458184 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
524.2||N 93 ベーシック建築材料 / 野口貴文 [ほか] 著. -- 彰国社, 2010. 9784395008834 w 60408372 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
524.6||N 77 S建築構造の設計 : JSCA版 / 日本建築構造技術者協会(JSCA)編. -- 第2版. -- オーム社, 2018. 9784274221989 w 60464836 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
524.7||H 48 初めて学ぶ鉄筋コンクリート構造 / 林静雄編著 ; 北山和宏, 衣笠秀行, 坂田弘安著. -- 新版. -- 市ケ谷出版社, 2009. 9784870711501 w 60416532 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
524.89||N 77 光の建築を読み解く / 日本建築学会編. -- 彰国社, 2015. 9784395320479 w 60446073 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
524.94||N 77 建築物の火災荷重および設計火災性状指針(案) / 日本建築学会編集. -- 日本建築学会, 2013. 9784818927100 w 60437621 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
525.1||U 26 建築環境工学 : 熱環境と空気環境 / 宇田川光弘 [ほか] 著. -- 改訂版. -- 朝倉書店, 2020. -- (シリーズ「建築工学」 ; 5). 9784254268690 w 60476687 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
528||O 88 建築設備 / 大塚雅之著. -- 第4版. -- 市ケ谷出版社, 2020. -- (初学者の建築講座). 9784870711174 w 60475591 野田図書館指定図書 2022年度AR教科書
531.2||W 46 図でよくわかる機械材料学 / 渡辺義見 [ほか] 共著. -- コロナ社, 2010. 9784339046052 w 60429131 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
531.8||Sa 75 はじめてのトライボロジー / 佐々木信也 [ほか] 著 ; 講談社サイエンティフィク編. -- 講談社, 2013. 9784061565227 w 60437728 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
531.9||Ki 21 機械設計入門 / 塚田忠夫, 舟橋宏明, 野口昭治監修. -- 実教出版, 2014. -- (First stageシリーズ ; 機械). 9784407335415 w 60451057 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
531.98||Y 94 新編JIS機械製図 / 吉澤武男編著 ; 堀幸夫 [ほか] 著. -- 第5版. -- 森北出版, 2014. 9784627661158 w 60485050 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
534||O 28 流体機械 / 大橋秀雄著. -- 改訂・SI版. -- 森北出版, 1987. 4627621817 w 60459717 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
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536.91||U 45 ウインチの設計 / 上野誠著. -- 改訂版. -- パワ-社, 1994. -- (設計製図シリ-ズ ; 1). 4827710627 w 60379844 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
538.2||R 45 軽飛行機から超音速旅客機の概念設計まで / 李家賢一著. -- コロナ社, 2011. -- (航空機設計法 / 李家賢一著 ; [正]). 9784339046199 w 60416676 野田図書館指定図書 2022年度ME教科書
540.91||Ta 64 電気法規と電気施設管理 / 竹野正二著 ; 令和3年度版. -- 東京電機大学出版局, 2021. 令和3年度版 9784501118501 w 60484224 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
540||H 99 電気・電子工学 : 電磁気学から電子回路まで / 兵庫明 [ほか] 著. -- 丸善出版, 2018. -- (理工系の基礎). 9784621302996 w 60472344 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
541.1||N 37 電気回路基礎論 / 中村福三, 千葉明著. -- 朝倉書店, 1999. 9784254220377 w 60473080 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
541.5||O 45 電気電子基礎計測 / 岡野大祐編著. -- オーム社, 2009. -- (EE text). 9784274207761 w 60420206 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
542.13||Ma 87 電動機制御工学 : 可変速ドライブの基礎 / 松瀬貢規〔著〕. -- 電気学会, 2007. -- (電気学会大学講座 / 電気学会編). 9784886862556 w 60420292 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
542||Mo 12 電気機器学 / 持永芳文, 蓮池公紀共著. -- コロナ社, 2014. 9784339008647 w 60442160 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
542||Mo 55 よくわかる電気機器 / 森本雅之著. -- 第2版. -- 森北出版, 2020. 9784627743328 w 60477409 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
543||D 58 発電・変電 / 道上勉執筆. -- 改訂版. -- 電気学会, 2000. 4886862233 w 60379129 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
544||Ta 83 よくわかる送配電工学 / 田辺茂著. -- 電気書院, 2011. 9784485302156 w 60469274 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
547.11||I 92 伝送工学概論 / 岩橋榮治著. -- 東海大学出版会, 1994. 4486012925 w 60335730 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
547.4833||O 93 Webプログラミング : 基礎からのステップアップ / 大和田勇人, 金盛克俊共著. -- コロナ社, 2014. 9784339024807 w 60438730 野田図書館指定図書 2022年度IA教科書
548.3||Su 33 フィードバック制御入門 / 杉江俊治, 藤田政之共著. -- コロナ社, 1999. -- (システム制御工学シリーズ ; 3). 9784339033038 w 60475771 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
549.8||I 64 半導体の基礎 : 量子力学・半導体物性からデバイス応用 / 入江泰三, 中西久幸, 杉山睦共著. -- 工学図書, 2009. 9784769204862 w 60400941 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
549.8||Ka 95 パワーエレクトロニクス学入門 : 基礎から実用例まで / 河村篤男編著 ; 横山智紀 [ほか] 共著. -- 改訂版. -- コロナ社, 2022. 9784339009804 w 60489178 野田図書館指定図書 2022年度EE教科書
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