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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||Ko 12 情報理論講義 / 小林欣吾, 森田啓義共著. -- 培風館, 2008. 9784563015763 和 00509009 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
007.1||U 41 代数系と符号理論 / 植松友彦著. -- オーム社, 2010. -- (Tokyo tech be‐text). 9784274502743 和 00510295 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
007.64||Mm 苦しんで覚えるC言語 / MMGames著. -- 秀和システム, 2011. 9784798030142 和 00510010 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
375.42||Ka 95 理科教育法 : 独創力を伸ばす理科授業 / 川村康文著. -- 講談社, 2014. 9784061565364 和 00511164 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書

407||To 46
研究のためのセーフティサイエンスガイド : これだけは知っておこう / 東京理科大学安全教育企画委員会編集. -- 朝倉書店,
2012.

9784254102543 和 00481673 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書

410.8||G 34.10||8 集合と位相 / 鎌田正良著. -- 近代科学社, 1989. -- (現代数学ゼミナール ; 8). 9784764910102 和 00463270 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
410.8||Ki 59.4||21 行列特論 / 草場公邦著. -- 復刊. -- 裳華房, 2002. -- (基礎数学選書 ; 21). 9784785311230 和 00527113 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
410.8||Su 23.12||36 幾何の有名な定理 / 矢野健太郎著. -- 共立出版, 1981. -- (数学ワンポイント双書 ; 36). 9784320010765 和 00510137 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
410.8||Su 23.3||5 多様体入門 / 松島与三著 ; : 新装版, :新装版. -- 裳華房, 2017. -- (数学選書 ; 5). :新装版 9784785313173 和 00527603 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
410.9||Ma 92 集合・位相入門 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2018. -- (松坂和夫数学入門シリーズ ; 1). : 新装版 9784000298711 和 00511868 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
410||Mi 81 数学の道具箱Mathematica / 宮岡悦良著 ; 基本編. -- 近代科学社, 2016. 基本編 9784764905078 和 00510118 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
410||Su 23||1 数学 / 数学編集委員会編 ; 小谷佳子 [ほか] 著 ; 1, 2. -- 丸善出版, 2018. -- (理工系の基礎). 1 9784621302491 和 00509988 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
411.3||H 11 理工系の入門線形代数 / 硲野敏博, 原祐子, 山辺元雄共著. -- 学術図書出版社, 1997. 9784873612195 和 00453109 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
411.3||I 32 線形代数 / 池田和正著. -- 日本評論社, 2011. -- (大学院入試問題から学ぶシリーズ). 9784535786035 和 00472951 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
411.3||Ka 92 線形代数の基礎 / 川原雄作 [ほか] 著. -- 共立出版, 1994. 4320014766 和 00489404 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
411.3||Ki 12 線形代数学講義 / 木田雅成著. -- 培風館, 2013. 9784563004798 和 00502912 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
411.3||Mi 76 入門線形代数 / 三宅敏恒著. -- 培風館, 1991. 9784563002169 和 00488991 神楽坂図書館指定図書 2022年度K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 和 00509011 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
411.3||Sa 25 線型代数入門 / 齋藤正彦著. -- 第41刷. -- 東京大学出版会, 1996. -- (基礎数学 ; 1). 9784130620017 和 00488963 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
411.3||Sa 85 テキストブック線形代数 / 佐藤隆夫著. -- 裳華房, 2019. 9784785315825 和 00511986 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
411.3||Su 23 線形代数学 : 基礎理学 / 数学教科書編集委員会編. -- 第3版. -- 学術図書出版社, 2009. 9784780601640 和 00510031 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
411||Ma 92 代数系入門 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2018. -- (松坂和夫数学入門シリーズ ; 3). : 新装版 9784000298735 和 00511872 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
412||A 53 素数と2次体の整数論 / 青木昇著. -- 共立出版, 2012. -- (数学のかんどころ ; 15). 9784320019959 和 00527114 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
413.2||I 57 級数 / 井上純治, 勝股脩, 林実樹廣共著. -- 共立出版, 1998. 4320015878 和 00504432 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
413.3||I 32 微分積分 / 池田和正著. -- 日本評論社, 2013. -- (大学院入試問題から学ぶシリーズ). 9784535786042 和 00492109 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
413.3||Mi 75||1 1変数の微分積分 / 宮島静雄著. -- 共立出版, 2003. -- (微分積分学 / 宮島静雄著 ; 1). 9784320017139 和 00463222 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
413.3||Mi 75||2 多変数の微分積分 / 宮島静雄著. -- 共立出版, 2003. -- (微分積分学 / 宮島静雄著 ; 2). 9784320017146 和 00489459 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
413.3||Su 52 理工系の微分積分学 / 吹田信之, 新保経彦著. -- 学術図書出版社, 1987. 9784873611198 和 00510071 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
413.3||Ta 33 微分積分概論 / 高橋泰嗣, 加藤幹雄共著. -- 新訂版. -- サイエンス社, 2013. -- (数学基礎コース ; H2). 9784781913292 和 00497407 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
413.3||Ta 64 コア・テキスト微分積分 / 竹縄知之著. -- サイエンス社, 2009. -- (ライブラリ : 数学コア・テキスト ; 2). 9784781912417 和 00461210 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
413.3||W 12 微分積分演習 / 和達三樹, 十河清著. -- 岩波書店, 2020. -- (理工系の数学入門コース/演習). 9784000078467 和 00511857 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
413.3||Y 58 微分積分 / 矢野健太郎, 石原繁編. -- 改訂版. -- 裳華房, 1991. 9784785310714 和 00510013 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
413.52||I 78 すぐわかる複素解析 / 石村園子著. -- 東京図書, 2005. 4489007183 和 00487585 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
413.52||J 52 複素関数入門 / 神保道夫著. -- 岩波書店, 2003. -- (現代数学への入門). 4000068741 和 00452893 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書

413.52||Ka 84 複素数の幾何学 / 片山孝次著 ; : オンデマンド版. -- 岩波書店, 2019. -- (岩波オンデマンドブックス).
: オンデマン
ド版

9784007309588 和 00527129 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書

413.59||Ku 56 フーリエ解析の基礎と応用 / 倉田和浩著. -- 数理工学社, 2020. -- (新・数理工学ライブラリ ; 応用数学=4). 9784864810678 和 00527696 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
413.6||I 78 やさしく学べる微分方程式 / 石村園子著. -- 共立出版, 2003. 9784320017504 和 00489631 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書

413||Mi 81 解析演習 / 宮岡悦良, 永倉安次郎著 ; 多変数関数編, 一変数関数編. -- 朝倉書店, 2000.
一変数関数
編

4254110812 和 00462852 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書

413||Mi 81 解析演習 / 宮岡悦良, 永倉安次郎著 ; 多変数関数編, 一変数関数編. -- 朝倉書店, 2000.
多変数関数
編

4254110820 和 00489105 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書

413||Mi 81||1 解析学 / 宮岡悦良, 永倉安次郎著 ; 1, 2. -- 共立出版, 1996. 1 4320015096 和 00489305 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
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413||Mi 81||2 解析学 / 宮岡悦良, 永倉安次郎著 ; 1, 2. -- 共立出版, 1996. 2 4320015819 和 00434682 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
414.12||Ko 17 幾何への誘い / 小平邦彦著. -- 岩波書店, 2000. -- (岩波現代文庫 ; 学術 ; 7). 4006000073 和 00509068 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書

414.7||Ko 31
平均曲率流 : 部分多様体の時間発展 = Mean curvature flow : time evolution of submanifolds / 小池直之著. -- 共立出版,
2019.

9784320113763 和 00510875 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書

414.7||Ko 31 積分公式で啓くベクトル解析と微分幾何学 : ストークスの定理から変分公式まで / 小池直之著. -- 共立出版, 2022. 9784320114753 和 00529072 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
414.7||Sa 43 ゲージ理論・一般相対性理論のための微分幾何入門 / 佐古彰史著. -- 森北出版, 2021. 9784627078512 和 00528038 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
414||To 46 幾何学1A / 東京理科大学理学部第二部数学科幾何グループ ; 2020年度. -- 学術図書出版社, 2020. 2020年度 9784780608656 和 00527768 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S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 和 00392586 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
415.7||A 16 微分位相幾何学 / 足立正久著. -- 復刊. -- 共立出版, 1999. 4320016238 和 00527116 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
415.7||E 67 グラフ理論 / 惠羅博, 土屋守正著. -- 増補改訂版. -- 産業図書, 2010. -- (シリーズ/情報科学の数学). 9784782853559 和 00488784 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
415.7||Tu 1 トゥー多様体 / Loring W.Tu著 ; 枡田幹也, 阿部拓, 堀口達也訳. -- 裳華房, 2019. 9784785315863 和 00528031 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
417.7||W 44 実験計画法入門 / 鷲尾泰俊著. -- 改訂版. -- 日本規格協会, 1997. 4542503305 和 00393268 神楽坂図書館指定図書 2022年度OS教科書
417||Mi 81 データ解析のためのSAS入門 / 宮岡悦良, 吉澤敦子著. -- 朝倉書店, 2014. 9784254121995 和 00509071 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
417||Mi 81 SASプログラミング = SAS programming / 宮岡悦良, 吉澤敦子著. -- 共立出版, 2013. 9784320110557 和 00509072 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
417||N 92 入門・演習数理統計 / 野田一雄, 宮岡悦良著. -- 共立出版, 1990. 9784320014350 和 00489596 神楽坂図書館指定図書 2022年度2S教科書
418.8||Ma 81 数理統計入門 / 松本裕行, 宮原孝夫共著. -- 学術図書出版社, 1990. 9784873611747 和 00394732 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
420.7||To 46||1 レッツトライノート 物理基礎 Vol.1 力学編 / 東京書籍編集部編 ; 1: 力学編. -- 改訂. -- 東京書籍, 2017. 1: 力学編 9784487377527 和 00527650 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
420.7||To 46||2 物理 : レッツトライノート / 東京書籍編集部編 ; 2: 熱・波編. -- 改訂. -- 東京書籍, 2017. 2: 熱・波編 9784487386369 和 00522829 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
420.75||To 46 物理学実験 / 東京理科大学理学部第二部物理学教室編 ; 入門編, 基礎編, 応用編. -- 内田老鶴圃, 2008. 基礎編 9784753620326 和 00508453 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書

420.75||To 46 物理学実験 / 東京理科大学理学部第二部物理学教室編 ; 入門編. -- 改訂版. -- 内田老鶴圃, 2016. 入門編 9784753620319 和 00510130 神楽坂図書館指定図書
2022年度2B教科書 :
2022年度2B参考書

420.8||B 97.2||1
エレクトロニクスの基礎 / 霜田光一, 桜井捷海著. -- 新版. -- 裳華房, 1983. -- (物理学選書 / 山内恭彦, 菊池正士, 小谷正雄編
; 1).

4785323167 和 00487876 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書

420||H 31 物理学基礎 / 原康夫著. -- 第5版Web動画付. -- 学術図書出版社, 2021. 9784780609509 和 00528032 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
420||Ka 95 世界一わかりやすい物理学入門 : これ1冊で完全マスター! / 川村康文著. -- 講談社, 2019. 9784065141533 和 00510874 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
421.2||Ka 99 相対性理論入門講義 / 風間洋一著. -- 培風館, 1997. -- (現代物理学入門講義シリーズ ; 1). 9784563023218 和 00463603 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書

421.3||G 85
Introduction to quantum mechanics / David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter. -- 3rd ed. -- Cambridge University
Press, 2018.

9781107189638 洋 00510685 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書

421.3||H 31 量子力学 / 原康夫著. -- 岩波書店, 1994. -- (岩波基礎物理シリーズ / 長岡洋介, 原康夫編 ; 5). 9784000079259 和 00487925 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
421.3||H 31 量子力学 / 原康夫著. -- 新装版. -- 岩波書店, 2021. -- (岩波基礎物理シリーズ / 長岡洋介, 原康夫編). 9784000299077 和 00529065 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
421.3||Mo 95 初歩の量子力学 / N. F. Mott [著] ; 岡部哲治訳. -- 共立出版, 1977. -- (モダンサイエンスシリーズ). 4320007506 和 00509081 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
421.3||Sa 32 ベーテ仮設の数理 / 坂本玲峰, アナトール・N.キリロフ共著. -- 森北出版, 2021. 9784627082410 和 00527118 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書

421.5||Ko 31
理論物理に潜む部分多様体幾何 : 一般相対性理論・ゲージ理論との関わり = Submanifold geometry hidden in theoretical
physics : connection with general theory of relativity and gauge theory / 小池直之著. -- 共立出版, 2021.

9784320114401 和 00527632 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書

421.5||W 12 物理のための数学 / 和達三樹著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017. -- (物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋貞雄編). : 新装版 9784000298704 和 00511865 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
423.1||A 79 古典力学の数学的方法 / V.I.アーノルド[著] ; 安藤韶一, 蟹江幸博, 丹羽敏雄訳. -- 岩波書店, 1980. 4000053612 和 60098690 神楽坂図書館指定図書 2K教科書 2018年度
423||To 17 力学 / 戸田盛和著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017. -- (物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋貞雄編). : 新装版 9784000298612 和 00510077 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
427.4||G 85 Introduction to electrodynamics / David J Griffiths ; : hbk. -- 4th ed. -- Cambridge University Press, 2017. : hbk 9781108420419 洋 00527130 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
427||G 85||1 グリフィス電磁気学 / David J. Griffiths [著] ; 満田節生 [ほか] 訳 ; 1. -- 丸善出版, 2019. 1 9784621304228 和 00511961 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
427||G 85||2 グリフィス電磁気学 / David J. Griffiths [著] ; 満田節生 [ほか] 訳 ; 2. -- 丸善出版, 2020. 2 9784621304235 和 00527613 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
427||H 99 電磁気学 / 兵頭俊夫著. -- 増補修訂版. -- 裳華房, 2021. -- (裳華房テキストシリーズ-物理学). 9784785322748 和 00528035 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
427||N 18 例解電磁気学演習 / 長岡洋介, 丹慶勝市著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2020. -- (物理入門コース/演習). : 新装版 9784000298926 和 00528043 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B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 和 00511861 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
430.8||Ki 59||2 分析化学 / 長島弘三, 富田功著. -- 改訂版. -- 裳華房, 1985. -- (基礎化学選書 ; 2). 9784785331238 和 00487622 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
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430||A 94||1 アトキンス一般化学 / Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman著 ; 渡辺正訳 ; 上, 下. -- 東京化学同人, 2014. 上 9784807908547 和 00497026 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
430||A 94||2 アトキンス一般化学 / Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman著 ; 渡辺正訳 ; 上, 下. -- 東京化学同人, 2014. 下 9784807908554 和 00502208 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
430||H 51 教養の化学 : 暮らしのサイエンス / D.P.Heller, C.H.Snyder著 ; 渡辺正訳. -- 東京化学同人, 2019. 9784807909537 和 00528037 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
430||I 59 化学 : 物質の構造・性質および反応 / 乾利成 [ほか] 共著. -- 改訂版. -- 化学同人, 1981. 4759800182 和 00487300 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
431.13||Y 96 錯体化学の基礎と応用 / 湯浅真, 秋津貴城共著. -- コロナ社, 2014. 9784339066340 和 00497066 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
431.19||Sa 75 ゼロからの最速理解量子化学 / 佐々木健夫著. -- コロナ社, 2017. 9784339066395 和 00510171 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
431.5||I 57||1 光化学 / 井上晴夫 [ほか] 共著 ; 1. -- 丸善, 1999. -- (基礎化学コース / 井上晴夫 [ほか] 編). 1 9784621046562 和 00442556 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
431.5||N 15 光化学 : 基礎から応用まで / 長村利彦, 川井秀記著. -- 講談社, 2014. -- (エキスパート応用化学テキストシリーズ). 9784061568037 和 00496998 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
431.6||Y 97 見える!使える!化学熱力学入門 / 由井宏治著. -- オーム社, 2013. 9784274213908 和 00509997 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
431.7||W 46 電気化学 / 渡辺正 [ほか] 共著. -- 丸善, 2001. -- (基礎化学コース / 井上晴夫 [ほか] 編). 9784621081129 和 00488566 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
431.8||Ki 64 界面・コロイド化学の基礎 / 北原文雄著. -- 講談社, 1994. 4061533606 和 00506204 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
431.8||Ts 42 コロイド・界面化学 : 基礎から応用まで / 辻井薫 [ほか] 著. -- 講談社, 2019. -- (エキスパート応用化学テキストシリーズ). 9784065179161 和 00527659 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書

431||Ma 23||2
物理化学 : 分子論的アプローチ / D.A. McQuarrie, J.D. Simon [著] ; 千原秀昭, 江口太郎, 齋藤一弥訳 ; 上, 下. -- 東京化学同
人, 1999.

下 9784807905096 和 00489666 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書

431||O 24 現代物性化学の基礎 : 化学結合論によるアプローチ / 小川桂一郎, 小島憲道編. -- 第3版. -- 講談社, 2021. 9784065225479 和 00529075 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
431||Te 47 現代物理化学 = Modern physical chemistry / 寺嶋正秀, 馬場正昭, 松本吉泰著. -- 化学同人, 2015. 9784759818093 和 00510156 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
431||Y 46||2 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 和 00529074 神楽坂図書館指定図書 2022年度S教科書
433||B 89||2 分光分析 / 北森武彦, 宮村一夫共著. -- 丸善, 2002. -- (基礎化学コース / 井上晴夫 [ほか] 編 . 分析化学 ; 2). 9784621082072 和 00506171 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
433||I 49 基礎から学ぶ分析化学 = Basics of analytical chemistry / 井村久則, 樋上照男編. -- 化学同人, 2015. 9784759815924 和 00511897 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
433||Ka 86 基礎からわかる分析化学 / 加藤正直, 塚原聡共著. -- 森北出版, 2009. -- (物質工学入門シリーズ). 9784627245518 和 00488191 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
435||A 37 無機化学講義ノート : 質問や疑問を狙い撃ちする / 秋津貴城著. -- 第2版. -- 現代図書, 2019. 9784862990327 和 00510912 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
435||A 41 演習で学ぶ無機化学基礎の基礎 / M.Almond, M.Spillman著 ; E.Page著・監修 ; 秋津貴城, 佃俊明訳. -- 化学同人, 2019. 9784759819809 和 00511900 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
435||L 51 無機化学 / J. D. Lee [著] ; 浜口博, 菅野等訳. -- 東京化学同人, 1982. 9784807901852 和 00489980 神楽坂図書館指定図書 2022年度OK教科書
435||Sh 98||1 シュライバー・アトキンス無機化学 / M. Weller [ほか] 著 ; 田中勝久 [ほか] 訳 ; 上, 下. -- 第6版. -- 東京化学同人, 2016. 上 9784807908981 和 00510022 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
435||Sh 98||2 シュライバー・アトキンス無機化学 / M. Weller [ほか] 著 ; 田中勝久 [ほか] 訳 ; 上, 下. -- 第6版. -- 東京化学同人, 2016. 下 9784807908998 和 00510024 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
435||Y 19 基礎無機化学 : 構造と結合を理論から学ぶ / 山田康洋, 秋津貴城著. -- 化学同人, 2013. 9784759815306 和 00506108 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
437.01||O 57 電子の動きでみる有機反応のしくみ / 奥山格, 杉村高志著. -- 東京化学同人, 2005. 9784807906192 和 00489957 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
437||C 76||1 ウォーレン有機化学 / J. Clayden, N. Greeves, S. Warren著 ; 石橋正己 [ほか] 訳 ; 上, 下. -- 第2版. -- 東京化学同人, 2015. 上 9784807908714 和 00510028 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
437||C 76||2 ウォーレン有機化学 / J. Clayden, N. Greeves, S. Warren著 ; 石橋正己 [ほか] 訳 ; 上, 下. -- 第2版. -- 東京化学同人, 2015. 下 9784807908721 和 00510030 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K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 和 00506585 神楽坂図書館指定図書 2022年度K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 和 00506593 神楽坂図書館指定図書 2022年度K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 和 00506600 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
443.9||Ts 42 入門現代の宇宙論 : インフレーションから暗黒エネルギーまで / 辻川信二著. -- 講談社, 2022. 9784065266311 和 00528040 神楽坂図書館指定図書 2022年度2B教科書
460||Sa 32 理工系のための生物学 / 坂本順司著. -- 改訂版. -- 裳華房, 2015. 9784785352318 和 00509085 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
464||Ma 21 マッキー生化学 : 分子から解き明かす生命 / Trudy McKee, James R. McKee著 ; 福岡伸一監訳. -- 第6版. -- 化学同人, 2018. 9784759819434 和 00509993 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
519.3||F 67 越境大気汚染の物理と化学 / 藤田慎一 [ほか] 著. -- 2訂版. -- 成山堂書店, 2021. 9784425513635 和 00527604 神楽坂図書館指定図書 2022年度B教科書
524.5||Su 49 木質構造 / 杉山英男編著 ; 菊池重昭 [ほか] 著. -- 第4版. -- 共立出版, 2008. -- (建築学の基礎 ; 1). 9784320077010 和 00452065 神楽坂図書館指定図書 2022年度2A教科書
571||H 38 ベーシック化学工学 / 橋本健治著. -- 増補版. -- 化学同人, 2020. 9784759820478 和 00527589 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
578.4||Sa 75 ゼロからの最速理解プラスチック材料化学 / 佐々木健夫著. -- コロナ社, 2021. 9784339066555 和 00527609 神楽坂図書館指定図書 2022年度2K教科書
579.97||Ta 88 生物化学工学 / 丹治保典 [ほか] 著. -- 第3版. -- 講談社, 2011. 9784061398313 和 00473524 神楽坂図書館指定図書 2022年度K教科書
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